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日本最強の「移植サポートチーム」を目指す
大阪市立大学医学部附属病院（大阪府）

年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

　「移植は医師や看護師だけで成功するものではない」との
実感から、大阪市立大学医学部附属病院血液内科・造血細
胞移植科では、多職種がそれぞれの高い専門性を発揮しな
がら協力し合う移植サポートチームを結成。患者会の参加も
得て、“患者さんの希望を叶える移植”の実現に力を結集し
て臨む。これまでの取り組み、今後の課題などについて、それ
ぞれの立場からお話をうかがった。
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全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

患者さんとともに病気に立ち向かうチーム医療体制を構築

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

【大阪市立大学医学部附属病院】
　1925年に開設された市立市民病院が母体。89年に大阪市制100周年記
念事業「市立医療機関の体系的整備」に伴って全面的建替整備が実施され、
93年には新病院がオープン。同年、血液内科も本格的に始動した。翌94年に
は造血細胞移植第1例を実施。“全員が協力して患者さんの希望を叶える”こと
を目標に結成された移植サポートチームを軸に、より質の高い移植医療の実
践、その支えとなる臨床研究の推進に力を注いでいる。

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。
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【移植サポートチームカンファレンス】
年4回のチームカンファレンスを開催している。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【口腔ケア講習会】
院外から歯科衛生士を招いて開催。口腔ケアの重要性を解説するとともに、ケアの仕方を
実地で指導。看護師も参加して、指導法を学んでいる。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【移植サポートチームNEWS】
2009年に創刊。血液内科病棟の看護師が編集を担当している。学会や研究会のレポー
ト、移植サポートチームのメンバー紹介や活動報告などで構成された紙面からは、チーム
の結束力が伝わってくる。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【薬剤師による無菌調製】
移植前処置に用いられる抗がん剤の無菌調製を薬剤部で一括して行うことで、薬剤の安
全性を確保している。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【Wii Fitを活用したリハビリ】
無菌室に入室中の患者さんも自主的に運動に取り組めるよう、ゲーム感覚で楽しめるWii 
Fitを導入。数名の患者さんが誘い合って運動する姿も見られるようになった。運動前には
脈拍や血圧を測定し、看護師が状態を確認するなど、安全管理に努めている。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【患者会】
患者会主催で年に1回講演会（写真）、2カ月に1回病棟交流会を行い、患者同士、また医
師や看護師との交流を深めている。日常的なことから治療に関することまで、経験者なら
ではの視点からの情報提供が患者さんの大きな励みとなっている。

【病棟に置かれた種々の書籍】
患者さんが自分で意思決定するために必要な知識や情報が得られるよう、疾患、移植、緩
和ケアなどに関する書籍や雑誌を多数提供。いつでも好きなときに、誰でも手に取れるよ
う配慮している。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。

【病棟廊下の掲示板】
患者会からの情報提供の場として活用されている。



年間約40例の造血細胞移植を実施

康　　最初に日野先生より、大阪市立大学医学部附属病
院の血液内科・造血細胞移植科における造血細胞移植へ
の取り組みを紹介してください。

日野　当科は1993年、新病院の設立と同時に本格的に始
動しました。当初は病床数18、無菌病床数8でしたが、現在
ではそれぞれ24、18という規模になっています。
　1994年に最初の同種移植を実施して以来、2011年9月
12日までに352例（骨髄移植180例、末梢血幹細胞移植
104例、臍帯血移植68例）を実施してきました。2010年に
は、年間41例の同種移植を行っています。また、2000年に骨
髄移植推進財団（骨髄バンク）の認定施設となってからは、

非血縁者間骨髄移植件数は131件を実施、非血縁骨髄採
取はそれを上回る203件行っています。同種移植治療は、提
供していただけるドナーがいて初めて成立する治療ですか
ら、採取後にドナーの方が病棟に帰室された際、移植施設に
代わって感謝の気持ちを込めて、看護師手書きのサンクス
カードをお渡ししています。

2007年、「移植サポートチーム」結成

康　　移植開始時から比べると、どのようなところで変化が
ありましたか？

日野　造血細胞移植をスタートした当初は、個々の主治医
が「患者さんの命を救いたい」という気持ちで、がむしゃらに

取り組んでいたように思います。しかし、同種移植は合併症
も多く、医師と看護師の力だけで成功しうるものではありませ
ん。当院では、1人で何でもできるスーパードクターが活躍す
る医療ではなく、関係するスタッフ全員が協力して患者さん
の希望を叶える医療を行いたいと思っています。
　それを形にするために、当院のがん看護専門看護師の鶴
田理恵さんと相談し、多くのメンバー（血液内科・造血細胞
移植科医師、病棟看護師、外来看護師、がん看護専門看護
師、移植コーディネーター、ペインクリニックの医師、セク
シュアリティの相談ができる専門家、リハビリテーション専門
医、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、病棟薬剤師、
医学物理士、臨床工学士、メディカルソーシャルワーカー、
緩和ケアチーム、移植経験者の患者会など）に参加しても
らって、2007年に移植サポートチームを結成しました。チー
ムメンバーが気持ちを一つにして取り組めるよう、オリジナル
のバッチも作りました。
　移植サポートチームでは、多職種合同カンファレンスを月
1回実施し、患者さんや家族の日常の治療上・生活上の問題
やケア方針について検討しています。また、各メンバーの取り
組みを相互に認識し、職種を超えて意見交換をすることでさ

らなる発展を目指すため、メンバーの実践報告やレクチャー
をする機会として、年間4回のチームカンファレンスを別途開
催しています。
　2011年からは、移植後5年経過した患者さんを迎えて「5
年生存記念イベント」を実施しています。ある移植患者さん
から、「今日で移植して5年目になったので、今から籍を入れ
に行きます」という報告をいただいたことが、このイベントを
企画するきっかけとなりました。

全医師がすべての患者さんに対応できる
頼れる「チーム血内」を目指す

康　　医師の診療体制はどのような変化がありましたか？

日野　以前は、“ど根性血液内科医”による完全主治医制を
敷いていました。ところが、オン・オフの切り替えがうまくでき
ずに主治医は疲弊し、患者さんにとってはかえってマイナス
になっていたかもしれません。
　現在も主治医制ではありますが、数名のチームリーダーの
もとに、「患者さんの病状は全員が把握し、誰もが対応でき
る」チーム医療を目指し、週3回のカンファレンスと毎朝のミ
ニカンファレンスを行っています。また、それぞれの血液内科
医が、興味に応じてサブスペシャリティを持ち、「循環器を診
ることができる血液内科医」や「呼吸器を診ることができる血
液内科医」となり、頼れる「チーム血内」を目指しています。
　また、大学病院の使命として、臨床研究を実施し、その成
果を情報発信して、医学・医療の発展に貢献することが求め
られます。しかし、移植医療をきちんと行いつつ、プロトコー
ルを作成し、倫理委員会に出席したり、症例のリクルートや
スケジュール管理、CRF（Case Report Form；症例報告
書）の記載などを完璧に行えるようなスーパードクターはど
こにもいません。そこで、当科では血液腫瘍臨床研究セン
ターを構築し、専属の血液内科医、看護師、研究助手を配属
し、研究の質の向上と効率化を図っています。
　以上のように、当院の血液内科・造血細胞移植科では、①
患者とともに医療チームが一丸となって病気に立ち向かう、
②エビデンスに基づいた安全で質の高い医療の提供、③血
液疾患に対する高度先進医療の推進および開発研究を基
本方針として、様 な々試みを行っています。

早期から患者さんの苦しみを取り除く
̶ 緩和ケアチームの取り組み

移植患者さんが感じる様々な苦痛に対応

康　　当院の特徴的な取り組みの1つに、緩和ケアチームの移
植治療への関与が挙げられます。麻酔科・ペインクリニック科
の長谷先生から、緩和ケアチームについて、また移植サポート
チームとの関わりについてご紹介ください。

長谷　当院の緩和ケアチームは、精神科、ペインクリニック
科の医師や、がん専門看護師、薬剤師、腫瘍専門放射線技
師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理士らコメ
ディカルを中心としたコアメンバーと、各科のリンクドクター
で構成されています。
　緩和ケアの本来の定義である「早期から患者さんの苦痛

を取り除く」ことを使命とし、急性期病院での医療を望む患
者さんの症状緩和を中心に活動しています。移植患者さんも
また、治療経過において様々な苦痛を感じられる瞬間があり
ます。そこで、緩和ケアチームは移植決定の時点から介入し、
少しでも苦痛を和らげられるよう、チーム一丸となって診療
に当たっています。
　移植患者さんへの具体的な介入例としては、精神科医と
臨床心理士による精神的なサポートが挙げられます。また、
がん看護専門看護師は、移植後のGVHDへの対応や、患者
さんの抱える様々な悩み、さらにはセクシュアリティなどのデ
リケートな問題まで、退院後の日常生活を再構築するうえで
の相談支援をしています。私たち麻酔科医は、ペインクリニッ
クにも携わっていますので、移植時の口腔粘膜障害に起因
する痛みや、その後の末梢神経障害に起因する痛みまで、移
植患者さんを悩ませるいろいろな痛みを緩和するために、血
液内科のスタッフと協力しながらフォローしています。

緩和ケアは“あきらめの医療”にあらず

康　　患者さんが治療の意思決定をされる段階から緩和ケ
アの話をされているのはなぜでしょうか？

長谷　患者さんの苦痛は多種多様であり、それらの苦痛に
どのように対処していくか、できるだけ具体的な話をしてい
ます。また、緩和ケアは決して治療をあきらめる医療ではな
く、患者さんが苦痛なく治療に参加できるようサポートする
医療であるということを理解いただくことに力を尽くしてい
ます。
　早い段階で顔の見える関係を築くことが、患者さんの安
心感につながり、治療もうまく運ぶことができると考えてい
ます。

移植サポートチームの要として
̶ 看護部の取り組み

患者さん中心の移植看護実践のための3つの柱

康　　クリーン管理や多彩な移植後合併症に対するケアな
ど、移植病棟の特殊性があるので、看護面で苦労されること
も多いと思います。稲崎師長、移植病棟看護の基本姿勢に
ついてご紹介ください。

稲崎　看護部では、ケアリング、チーム医療、看護教育を3つ
の柱として強く意識しています。特に若い看護師たちに浸透
するよう、普段から心がけています。
　移植治療中につらい時期を経験される患者さんに対し
て、知識、信頼、希望、勇気などのケアの要素を基盤として寄

り添い、一生懸命に担当させていただくことで、看護師自身
も成長していく。それがケアリングの考え方です。
　また、移植病棟はチーム医療なしには成り立たちません。
看護師はチーム内の調整役であることをしっかり自覚して、
各部門の専門性を強く意識しながら関わっていってほしい
と考えています。
　看護教育も非常に重要な課題です。血液内科病棟では、
責任を自覚して早く成長できるよう、中堅看護師がリーダー
になるシステムを採用しています。中堅看護師にとっては荷
が重いとは思うのですが、リーダー経験者がサブリーダーと
してチームを補佐し、看護の質を低下させないように工夫を
しています。また、個々の看護師が知識や技術を向上するこ
とで、チーム医療における調整役として各部門と対等な立場
で、患者さんを中心とした医療を目指すことができると考え
ています。

林　　患者さんとの人間関係を構築するうえで、工夫して
いることはありますか。私たち医師も非常に苦労するところで
すが……。

稲崎　患者さんによって移植までの過程は様々ですが、初
発で入院されて寛解導入から入退院を何度か繰り返して
最終的に移植を受けられる患者さんの場合は、なるべく同じ
看護師が担当するよう調整し、安心して移植に望んでいた
だけるようにしています。

患者さんが目標を見失わないよう寄り添って支える

康　　移植病棟で働くスタッフとして、どのような看護を大
切にされていますか。

岩見　移植を受けられるすべての患者さんは、「元気になっ
て帰りたい」という気持ちをもっています。しかし、移植の治
療中はすごくつらい日もあり、目標を見失ってくじけてしまい
そうになる患者さんもいらっしゃいます。私たち自身には経験
したことのないようなつらさであっても、できるだけそのつら
さを想像して理解するよう心がけ、患者さんの気持ちに寄り
添う看護を目指しています。どんなつらい時でも、患者さん
が「元気になって退院する」という目標を見失わずに治療が
続けられるよう支えていくことを意識しています。
　患者さんには「頑張ってくださいね」と声をかける日もあり
ますが、実際にはみなさん十分に頑張っていらっしゃるの
で、「そんなに頑張らなくてもいいですよ」と伝えることも必要
だと考えています。

多職種と協力して展開する病棟活動

康　看護部では現在、様々な取り組みを展開されています。
まず病棟内での取り組みについて、お話ください。

岩見　移植患者さんが経験する身体・精神両面のつらさが
少しでも和らぐよう、看護師だけでなく、チームでアプローチ
する体制をとっています。
　食事のサポートでは栄養部と連携し、栄養士の協力を得
ながら取り組んでいます。たとえば移植時の悪心・嘔吐や食
欲不振に対しては、栄養士が個別に対応して調整していま
す。食事制限の緩和については、医師と栄養士で協議して
いただいたうえで、取り組んでいくようにしています。
　口腔ケアについては、当院に歯科がないため専門的な介
入を得られず、これまで看護師が苦労することが多かったの
です。しかし最近では、院外歯科の協力を得られる体制が整
いつつあり、連携体制の強化を進めているところです。歯科
衛生士の方を招いての口腔ケア教室も、すでに何度か行っ
ています。
　また、医師から患者さんに病状を説明するときには看護師
も同席して、患者さんの理解度を確認するなど、患者さんの
不安を軽減するための精神的なサポートを行うようにしてい
ます。特に移植を受ける意思決定をする時は患者さんの不
安も高まるので、疑問を解決したり、睡眠を確保したりできる
よう、心身両面のケアを心がけています。
　他施設から移植のため当院に入院される患者さんには、
外来受診時に無菌室の見学をしてもらったり、入院前に移
植オリエンテーションを受けていただいています。事前に病
棟の雰囲気を知り、また病棟看護師と会話をすることで、入
院時の不安が軽減できたという患者さんからの感想もいた
だいています。

山崎　家族へのケアも重要な課題です。家族の協力なしに
移植は乗り切れません。家族を支えることが患者さんの支え

につながるので、担当看護師が中心となり積極的に関わっ
ています。
　チームでの取り組みの一環として、月1回、多職種合同カ
ンファレンスを実施し、患者さん情報の共有、目標設定など
を行っています。他の職種をよく知ることができ、たがいにコ
ミュニケーションを図りやすくなったと感じています。
　患者さんが亡くなられた場合には、後日デスカンファレン
スを開いています。自分たちのケアについて振り返ることで、
バーンアウトすることなく仕事が続けられているのだと思い
ます。
　とても忙しい病棟ですが、よい人間関係のなかで頑張れ
ています。最近では、ICUやHCU（High Care Unit）で重症
患者さんのケアを引き受けていただくなど、院内のバックアッ
プ体制も整って、より働きやすくなったと感じています。

外への情報発信にも積極的に取り組む

康　　院外への情報発信についても教えてください。

山崎　私たち移植サポートチームの活動を、血液内科の
ホームページ（http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/）
で紹介しています。患者さんへの説明用パンフレットも多数
掲載しているため、患者さんからのアクセス件数も増えてい
るようです。実際に患者さんからは、「事前に情報を得たうえ
で準備を整えられ、不安が軽減した」「退院後に改めて確認
したくてホームページを見たら、とても参考になった」などの
感想をいただいています。
　当院では、患者会も移植サポートチームの一員として活発
に活動をされていますが、患者会主催のセミナー開催時に
は看護師も講演をさせていただいています。これまで、口腔

ケアや食事をテーマに取り上げてきました。患者会の協力を
得て、2カ月に1回、患者カフェ（ディルームを利用し、温かい
飲み物を準備し、ぬり絵などをしながら、患者・家族・患者
会・看護師で情報交換を行う。病室内とは違う空間のため、
リラックスした雰囲気の中で時間を共有することができる。）
を病棟で開き、多くの患者さんに参加いただいています。
　看護研究にも積極的に取り組んでいます。2010年の日本
造血細胞移植学会にも参加し、「リハビリテーションに
Wii-fitを取り入れた効果と今後の課題」（看PS-1-07）、「移
植病棟における患者医療者交流会の実践報告」（看
PS-2-03）を発表しました。
　また、私たち移植サポートチームの活動を広く知っていた
だくために、チームに関わる様々な職種のスタッフに原稿を
依頼して、『移植サポートチームNEWS』を看護部で作成し、
院内や院外に定期的に発信しています。

移植患者さんの栄養状態改善に向けて
̶ 栄養部の取り組み

「食べられるもの」を増やすために

康　　看護師のみなさんのお話にもありましたが、移植患
者さんの栄養管理はとても大切なテーマです。管理栄養士
の藤本さんから、現在の取り組み状況をお話しいただけま
すか。

藤本　大きく分けて4つの取り組みを柱に、移植サポート
チームと連携させていただいています。
　1つめは、菌数検査の実施です。入院患者さんの食事の
規制を緩和するために、数年前から当院独自の検査基準に
基づいて行っています。できる限り患者さんが食べられる物
を増やしていきたいと考え、看護師の方 と々一緒に患者さ
んの“食べたいもの”の把握に努め、食事の内容を改定して
きました。
　特に移植後の患者さんで多くみられる食思不振には、化学
療法食という形で、通常の食事では提供しない内容の食事を
用意しています。
　2つめは、栄養指導による退院後の患者さんの食事内容の
注意点の指導です。退院が近づくと、患者さん自身が食べて
良い物と控えた方がよい物を判断できるように、退院後の食
事内容や調理法について、個別に指導を行っています。
　3つめは、NST（nutrition support team）による患者さん
の栄養状態の把握と改善です。現在は月2回、NSTを行い、
入院患者さんの栄養状態を評価し、適宜対応しています。現
状では、血液疾患に対する栄養管理に関する情報がそれほ
ど多くないため、他科のNSTや勉強会に積極的に参加して血
液内科に応用できそうなアプローチ法があれば、主治医の先

投与となることが多く、安全性を確保するには、投与量はもち
ろん、投与速度や副作用の知識も必須です。また、こうした薬
剤情報を知っておくことにより、制吐剤を含む支持療法につ
いて主治医に適切なアドバイスをすることが可能となります。
　残念ながら現在は、薬剤部での抗がん剤の調製は平日の
みとなっていますが、土日祝日を含む休日の薬剤部調製を実
施すべく準備を進めています。休日の大量抗がん剤調製を
薬剤部で担うことで医師の負担を軽減し、診療に集中してい
ただけるようにバックアップしていきたいと考えています。

移植後のADL低下を防ぎスムーズな社会復帰を
̶ リハビリテーション部の取り組み

移植1～2週間前より全患者さんでリハビリを開始

康　　当院では、移植前からリハビリテーション（リハビリ）
を開始していますが、リハビリテーション医の山中先生から、
立ち上げの経緯をお聞かせください。

山中　最近の医療では、「急性期医療、在院日数の短縮化」
が主流であり、大学病院も同様の傾向にあります。しかし、原
疾患の病状悪化や高齢化に伴って入院が長期化する症例
も存在し、そのような症例では特に離床困難や歩行困難を
呈する、いわゆる廃用症候群が問題となります。従来リハビ
リは、整形外科や脳神経外科、神経内科など、運動面に支障
が生じる疾患を扱う診療科からの依頼が多かったのです
が、近年ではあらゆる診療科から廃用症候群に対するリハビ
リを依頼されるようになっています。
　血液内科からは、「ADLの低下を予防したい」「積極的に
リハビリを導入したい」との強い要請があり、2006年12月、
血液内科とリハビリテーション部との話し合いの場として、
「患者さんに関する情報連絡会議」が開催されました。そこ
では、「移植を受ける患者さんの大半はADLが自立してお
り、十分な運動能力を有しているが、移植後に急激な体力の
低下、運動困難な状態となることがある。そこで、移植前の段
階で運動に対する理解を深めていただき、体力低下を予防
するための運動を行ったり指導したりする必要がある」との
結論に至りました。
　それ以前は、移植後の長期臥床により座位、立位、歩行が
できなくなった患者さんに対してリハビリを行っており、開始
時期に統一性はありませんでした。しかし、会議での結論を
受けて、2007年からは、移植が予定されているすべての患
者さんを対象に移植前からリハビリを導入し、移植後も運動
を続けていく体制を整えました。
　リハビリテーション部では、移植のために患者さんが入院
した時点で紹介を受け、まず医師が診察を行い、一般的な
身体所見やADLの自立度などをチェックします。診察の結果

を踏まえて、理学療法士に運動の指導や実践を依頼します。
リハビリ開始時期は移植の1～2週間前、1回あたりの訓練
時間は20分で、週に2～5回、個々の患者さんの状態に合わ
せて進めていきます。
　リハビリテーション部は現在、医師2名、看護師1名（兼
務）、理学療法士8名、作業療法士4名、言語聴覚士1名らで
構成されています。現在、移植患者さんについては特定疾
患の扱いをしておらず、理学療法士8名が指導に当たってい
ます。

楽しく体を動かせるよう、家庭用ゲーム機を活用

康　　移植患者さんには、具体的にどのようなリハビリが行
われているのでしょうか。理学療法士の下石さんからご紹介
ください。

下石　移植患者さんの多くは、入院の時点で柔軟性、筋力、
持久力ともにやや低下している状態にあります。移植前の約1
カ月間を、他院の無菌室のベッドで過ごされたことなどが原
因だろうと考えています。患者さんからは「体力が落ちてきて
いると感じる」「市大病院では入院中にリハビリができると聞
いているので、体力をつけて退院したい」と言った声が聞かれ
ます。
　リハビリは移植前から退院まで継続して行います。患者さ
んにはリハビリの必要性を理解していただいたうえで、運動
メニューを作成し、指導しています。具体的には、柔軟体操、
筋力強化運動、起居動作・歩行・階段・バランス練習、エアロ
バイクなどを使った持久力運動、呼吸リハビリなどを行って
います。また、当院に特徴的な取り組みとして、クリーン病棟
内で家庭用のゲーム機Wii Fitを利用した運動指導を行って
います。Wii Fitを導入して、運動強度や運動量を患者さん自
身が確認しながら、有酸素運動、柔軟性運動、バランス運動
などを行うことができます。
　Wii Fit導入の目的は、患者さんに自主的に運動していた
だくことにありましたが、リズム運動なども取り入れながら、時
には何人かで誘い合って運動されるなど、楽しんでリハビリ
に取り組んでいただけていると感じています。
　運動前には、脈拍や血圧を測定し、また看護師に状態を
確認するなど、安全性の確保に努めています。

5段階の目標設定でADLの自立を目指す

康　　リハビリを進めていくうえでの目標や期間は、どのよう
に設定されているのでしょうか。

下石　目標は、①移植後無菌室から一般病室へ歩いて戻る
ことができる、②廊下歩行が500mできる、③階段昇降がで
きる、④床面からの立ち上がり動作ができる、⑤しゃがみ位

生方と相談しながら取り入れていくようにしています。
　4つめは、個別対応食による患者さんの食事摂取量の増
加です。患者さんは治療により味覚変化や口腔粘膜炎など
の様々な副作用が発生し、これらの副作用により食事摂取量
が低下、時にはまったく摂取できなくなる場合もあります。こ
のような患者さんに対しては、個別に状態を聞き取り、食べら
れそうなもの、食べやすいものを組み合わせて提供し、出来る
限り口から食品を食べて栄養をとってもらうように取り組ん
でいます。

康　　今後の課題や目標などについて、教えてください。

藤本　移植患者さんの食思不振は原因も状況も様々です
が、個別にお話ししてみると、一定の傾向があるように感じて
います。それを抽出することで、1つの食事の形態をつくれる
のではないかと検討中です。
　また、患者さんからは個々の食品について「食べていいの
か悪いのか」とよく質問されます。完全に安全な食品はありま
せんので、リスクに関する考え方を説明し、患者さん自身で判
断できるような指導を個別に行っていきたいと考えています。
　現在のところ、NSTの介入は入院してからとなっています
が、入院前から栄養状態を改善することが望ましいので、パ
ンフレットを作成するなどのアプローチで、栄養指導の早期
介入を実現していきたいと思っています。

安全な薬物療法をサポート
̶ 薬剤部の取り組み

ていねいな服薬指導で服薬アドヒアランスを支援

康　　がん薬物療法認定薬剤師の徳和目さんにも移植サ
ポートチームに参加いただいていますが、具体的な患者さん
との関わりについて紹介してください。

徳和目　まず服薬指導を通して、服用していただくお薬の説
明を行っています。抗がん剤治療の時とは異なり、移植時に
は前処置に使用する薬剤から移植後のGVHD予防の免疫
抑制剤や感染症予防の抗菌剤まで、多種多様な薬剤が複
雑に使用されます。急に服用する薬が増えるため、戸惑われ
る患者さんも少なくありません。そこで、スケジュールを組み
込んだ説明書を用意して、1つ1つていねいに説明すること
で、薬の内容をよく理解していただき、アドヒアランスの向上
や副作用の早期発見に努めています。
　移植後に口内痛や咽頭痛が出現した患者さんでは錠剤や
カプセル剤などの服用が困難になるので、患者さんの希望を
聞いたうえで、剤型の変更などを主治医に提案しています。
　また、当院では移植時に使用する抗MRSA薬のTDM

（therapeutic drug monitoring；薬物血中濃度モニタリン
グ）に力を入れており、それが特色の1つとなっています。移
植後から白血球生着までの期間、患者さんの免疫力は皆無
の状態です。さらに生着後も免疫抑制剤による易感染状態
にあるため、抗生物質の効きにくいMRSA感染症は致死的
です。抗MRSA薬は腎機能障害や肝機能障害を生じやすい
ので、抗がん剤治療や移植前処置によりすでに腎機能ある
いは肝機能障害を生じている可能性や、肝中心静脈閉塞症
（hepatic veno-occlusive disease；VOD）や肝GVHDな
どの病態の有無、免疫抑制剤との併用による腎機能障害出
現のリスク、MRSAの薬剤感受性などを総合的に評価して、
抗MRSA薬の選択、投与スケジュールの設計などについて、
主治医に提案するようにしています。
　最近では移植サポートチームのカンファレンスにも参加さ
せていただき、そこで得られた患者さんの病態などの情報に
基づいて、薬剤の適正使用を主治医に提案するようにしてい
ます。

前処置で用いる抗がん剤の調製を一手に担う

康　移植においては非常に重要なステップである前処置化
学療法の調製にも携わっていただいています。

徳和目　当院では、前処置化学療法を含む抗がん剤治療
は院内の化学療法委員会に申請して承認を受ける、登録レ
ジメン制を採用しています。レジメン登録の段階から、薬剤
師による投与量やスケジュールのチェックを行うとともに、承
認されたレジメンの抗がん剤については薬剤部で無菌調製
を行い、患者さんに安全な薬剤を提供しています。特に移植
前処置で使用する抗がん剤は通常の使用量を上回る大量

チーム医療で目指す「質の高いやさしい移植」

■大阪市立大学医学部附属病院 
　血液内科・造血細胞移植科 教授／診療科部長　日野 雅之

　同種造血細胞移植は致死的な血液疾患に対して治癒をもたらす治療ですが、重篤な合併症や長期にわたるQOLの低下などもあり、以
前は、患者さんも医療スタッフも“ど根性“でがんばる治療でした。
　移植後にはありとあらゆる問題が生じる可能性があり、それぞれの専門性を生かした多様な対応が必要となります。
　私たちは、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、移植コーディネーター、データマネージャーだけでなく、移植を経験した患者さ
んも含めた様々な職種のスタッフが移植サポートチームとして移植医療に関わり、患者さん・ドナーさんだけではなく、スタッフにとっても
「質の高いやさしい移植」を目指し、診療、研究、教育に取り組んでいます。

◆取材にご協力いただいたみなさん（敬称略）
前列左から： 中前美佳、康 秀男、日野雅之、稲崎水奈子、中前博久、長谷一郎
後列左から： 梅本由香里、西本光孝、徳和目篤史、藤本浩毅、下石富幸、山中 緑、
 山崎仁美、岩見明子、林 良樹

からの立ち上がりができる、と5段階に分けて設定していま
す。最終的には健常人と変わらないADLの自立を目指して
います。
　無菌室への入室時にも、持久力を維持・向上すべく、可能
な限りリハビリを継続してもらっています。病棟から訓練室
へ出室ができるようになれば、一般の患者さんと一緒に運動
療法を行っており、約100日間を目安にしてゴール設定を
行っています。
　高度の骨髄抑制やGVHDによる影響があり、リハビリの
安全性や強度などを医師と適宜相談しながら行っています。
生着後は、口内炎など多岐にわたる症状の出現に対して、症
状の程度や運動の受け入れなどに大きな差があるため、症
状に合わせて活動性UPを促しています。

退院後のリハビリ継続を支援する体制づくりが課題

康　　リハビリテーション部としての、今後の取り組みや抱
負などをお聞かせください。

下石　2006年に血液内科からリハビリ科へ紹介いただい
た症例は5例でした。2007年に移植前から統一してリハビリ
を開始するようになってから症例数は増加し、2009～10年
の年間紹介例は、再入院患者さんを含めて約50～60症例
となっています。
　移植に伴う口内炎、咽頭部痛、嚥下困難、嘔気嘔吐、心窩
部痛、下痢、全身浮腫、手足の痛み、肺炎、消化管を中心とし
たGVHDなどの症状の出現や、患者さんの運動の受け入れ
に対する抵抗感などは、リハビリを進めていくうえで阻害因
子となることがあります。特に発熱、下痢、嘔吐、GVHD、さら
に血尿や強度な浮腫を伴うと重篤な状態になる場合が多
く、いわゆる廃用症候群を増長する可能性が増します。多職
種が参加するチーム医療のメリットを十分に活かしながら、
適宜リハビリテーション部が関与することで、患者さんの状

態を把握し、ADLの低下を防ぎ早期の退院へつなげられる
よう、今後もリハビリを進めていきたいと考えています。

林　　入院後早期にリハビリを導入することの意味は大き
いと実感しています。最近では、12～18週間とリハビリを中
長期的に続けることに意味があるという報告も出されてきて
いますが、退院後のリハビリについてお考えはありますか。

下石　なかにはまったく必要ないと思われる方もいらっしゃ
いますが、ほとんどの患者さんは退院後もリハビリを継続し
たほうがよいと考えています。現在は、退院時に具体的な運
動の仕方を説明したペーパーをお渡しして、退院後も続け
て運動するように指導しています。
　再入院された患者さんからは、「退院後に動けなくなった」
「転んだ」という話も聞きますので、外来で医師に評価してい
ただくためのチェックリストのようなものを作成するのも有用
ではないかと考えているところです。

関係各所との調整役として活動
̶ 移植コーディネーターの取り組み

康　　当院では、移植コーディネーターとして梅本さんが活
躍されています。移植コーディネーターの果たす役割をご紹
介ください。

梅本　骨髄バンクや臍帯血バンクとの連絡調整や血縁ド
ナーへの説明や調整、報告書の作成補助などを行ってい
ます。
　移植コーディネーターが関与することで、とりわけ血縁ド
ナーの方に対して細やかなサポートや説明ができるように
なったのではないかと感じています。また、ドナーの自己意思
を守る体制も整いました。さらに、ドナーへの説明や調整、バ
ンクとの調整に必要な書類の準備など、これまで医師が引き
受けてきた負担を軽減できたこと、またドナーへの説明・調
整時には第三者による確認ができるようになったこともメ
リットでしょう。
　移植コーディネーターは、まだ全国的に確立された枠組
みではなく、施設によっても業務内容が異なるのが現状で
す。当院では、移植の意思決定時にはがん看護専門看護師
のサポートが受けられたり、緩和ケアチームが移植の説明時
から移植後までサポートしてくださる体制が整備されていま
す。そのなかで、移植コーディネーターとしての立場や役割
をどう確立していくかが目下の課題です。また、経済的な問
題や家族の問題、ドナーが相談しやすい環境づくりなど、調
整役としての難しさを日々実感しています。

経験者だからこそ可能なサポートを担う
̶ 患者会の取り組み

康　　梅本さんには、患者会とのパイプ役も務めていただ
い て い ま す 。患 者 会（ H I K A R I 会 ）
（http://hp.kanshin-hiroba.jp/HIKARIsmile/pc/）と
協力して患者さん向けセミナーを行っている以外に、先ほ
ども紹介がありましたが、当院では患者会にも移植サポー
トチームに参加していただいています。その理由の1つに、
実際に移植を経験した人でなければわからない部分で患
者さんをサポートしていただけることがあります。梅本さん
から、患者会の活動などについても、紹介していただけま
すか。

梅本　移植患者さんが本当に知りたい情報を得ることは難
しいという経験から、これまでに自分たちが知り得た情報や
体験を広く伝えたいと、有志の患者さん方が患者会の活動
を始められました。できるだけオープンなものにしたいという
考えから、会員制にはしていません。
　現在は、年1回の患者会主催の講演会と交流会を開催
し、医師や看護師のみなさんの参加も得て、患者さんからの
質問に答えていただいたりしています。その後の食事会は、
よりざっくばらんに日常生活上のあれこれを話し合ったり、
相談し合ったりする場になっています。
　また、2カ月に1回病棟交流会の開催や、年3回行われる
血液内科主催の「患者さんのための日曜セミナー」の企画
も行っています。さらに、患者さんからの電話相談も受け付
けています。必要に応じて病棟あるいは外来の看護師に相
談を受けてもらう体制を組んでいるのですが、患者さんに
とっては、移植を経験した人に話を聞いてもらえるだけでも
ストレスが軽減されるようです。移植をこれから受ける患者
さんからは「経験者の話を聞きたい」というリクエストも多
いのですが、そのようなときは患者会を紹介して、直接お話
を聞きに行っていただくような働きかけをさせていただいて
います。

　大阪市立大学のユニークな取り組みとして、患者さんに非
常勤講師を委嘱し、医学部1年生を対象とした対話的講義
を行っていただき、医師を志す学生が初年次よりモチベー
ションを持って学習することに大変貢献しています。

3人の病棟責任医をリーダーに
質の高い診療を提供
̶ 「チーム血内」の取り組み

康　　当院の血液内科病棟の医師の体制や特徴的な取り
組みなどについて、病棟責任医を務める西本先生・林先生よ
り説明をお願いします。

西本　最初に日野先生からも紹介がありましたが、血液内
科病棟では、チーム医療制を目指しています。それぞれの主
治医の上に3人の病棟責任医がおり、リーダーとして診療上
の相談にのったり、重症患者さんへの対応をサポートしなが
ら病棟全体を診るという体制をとっています。主治医とは別
の角度から患者さんを診ることができるので、より質の高い
診療が提供できる体制だと考えています。
　科全体としての治療方針は、週3回のカンファレンスで統
一した見解を決定し、それに基づいて治療を進めています。

林　　当院の移植サポートチームは、医師を含めた様々な
メンバーで構成されており、それぞれがチーム体制で取り組
んでいます。こうしたなかで私自身は、医師の強い意見が前
面に押し出されることなく、移植サポートチームの誰もが率
直に意見を出して、平等に議論できる環境づくりを心がけて
います。
　また、重要な選択を迫られた患者さんが、自分の意思で選
択できる環境づくりも意識しています。移植など難しい治療
の選択、あるいは治療を受けないといった大きな決断を迫ら
れるような場合、できるだけニュートラルな状態で決断でき

るように、主治医だけでなく、必ず病棟責任医が同席するよ
うにしています。たとえば、治療のよさばかりを強調しすぎる
ようなコメントは控えたり、勇気づけてあげたいときは声をか
けるといった配慮をしています。また患者さんの選択をサ
ポートするために、疾患や移植、緩和ケアなどに関する書籍
や雑誌などを多数、病棟の誰もが手に取れる場所に設置し
ています。

新たな移植治療に向けて

康　　中前博久先生からは、新たな移植治療に向けた当科
の取り組みについて、紹介いただきたいと思います。

中前（博）　社会的な問題として、少子化がどんどん進んで
いる現状があります。その結果、患者さんのHLAが一致する
確率は確実に低下してくるため、幹細胞ソースの必要性が
高まっています。非血縁者間骨髄移植が広く行われてきまし
たが、ドナーの検索に時間を要するため、移植を急がなけれ
ばならない症例ではなかなか幹細胞ソースを得られない時
代が続きました。その後、臍帯血移植、最近ではHLA半合致
移植、ハプロ移植とドナープールが拡大されるのに伴って、
当科でも種々の移植を行ってきました。ただし私たちは、疾患
適応や患者背景に応じて適切な移植を行うことを基本姿勢
とし、特定の幹細胞ソースに特化することはあえて避け、広く
移植を行っています。これは、当院の特徴の1つだろうと考え
ています。
　また私たちは、移植後の合併症を減らすことを大きな目標
として掲げています。移植後の合併症は、感染症、肺合併
症、GVHDなど多岐に渡りますが、それぞれの専門家を少し
ずつ育てていくという取り組みも始めています。また、臨床研
究を通して、移植合併症の発症機序の解明、治療法、そして
最終的には予防法を確立していきたいと考えています。
　欧米に比べると日本では、移植の適応患者さんが移植に
至るまでに非常に多くの時間を要するという状況がありま

す。こうした状況を打開するには、ドナープールを拡大してい
くとともに、移植適応患者さんを早く見つけ、受け入れるとい
うシステムづくりが非常に重要であり、今後、関連病院を含
めたネットワークを構築していく必要があるだろうと考えてい
ます。
　さらに、新たな移植に取り組むには、適宜、新しい薬を導
入していく必要もあります。日本では、移植領域で必要とされ
る薬の多くが保険外適応となっている現状があり、保険適応
を得るための多施設研究も重要な課題になっています。当
院でも現在、強力な免疫抑制剤であるミコフェノール酸モ
フェチル（MMF）の保険適応へ向けた多施設研究の推進役
として取り組んでいるところです。

日野　過去に合併症で患者さんを亡くした経験から、なんと
か合併症を予防したいという思いがあります。もちろん血液
内科医として、疾患を治すことを強く願っています。しかし、
現実に移植後の合併症で患者さんのQOLが著しく低下す
る例もたくさん目の当たりにしているので、なんとか合併症を
減らして「患者さんにやさしい移植」を実現したい。それが当
科のコンセプトであり、そのコンセプトのもとで、サブスペシャ
リティを追及するなど、可能なことをみんなで考えて取り組ん
でいきたいと思っています。

臨床研究の全課程をサポート
̶ 血液腫瘍臨床研究センターの取り組み

専門性の高い専任スタッフが研究の質を担保

康　　最後に、これも当科の大きな特徴である血液腫瘍臨
床研究センターについて紹介します。センター責任者である
中前美佳先生より、具体的な活動内容について紹介をお願
いします。

中前（美）　当センターの活動をひとことで言えば、「当科で
行う臨床研究専門部門で、全般的な臨床研究のサポートを
行う」ということになります。
　臨床研究サポート部門では、臨床研究の立案・管理・調
整・統括までの一連の業務の補助をしています。具体的に
は、臨床研究のプロトコール作成補助、研究デザイン相談、
臨床研究コーディネーター（CRC）業務、調整やプロトコー
ルに倫理的な問題がないかを確認する倫理委員会業務、研
究開始後のデータマネジメント、終了後のデータクリーニン
グ、統計補助を行っています。基本的には、研究者に根幹の
アイデアさえあれば、臨床研究の立案から結果公表までをス
ムーズに行えることを目的としています。
　当センターには、血液内科医局専属でCRC業務を行う専
任スタッフが数名おり、そのメンバーも元血液内科の外来看

護師で医療知識がある者、実験の知識をもつ者など、専門
知識のあるスタッフで構成されているのが強みです。通常の
CRC業務にとどまらず、高度な判断や調整を行っているの
で、質の高い管理が可能であり、研究の質の維持に貢献し
ていると自負しています。
　一括して臨床研究を管理しているので効率がよく、臨床
業務を担う医師の負担を減らすことができるので、数多くの
臨床研究への参加が可能となりました。現在では45件に参
加しており、そのうち約20件は当科が主催しています。一方、
私を含めセンターに所属する2人の血液内科医が、臨床研
究の面を考慮しながら病棟でのカンファレンスに参加してい
るので、症例のスクリーニングが可能で、適応となる患者さ
んを見落とすことなくリクルートができます。また、個々に情
報の共有化を図ることで、それぞれの主治医からもエント
リーが上がってくるので、多数の患者さんに参加いただくこ
とができています。

研究を通して臨床の質的向上にも貢献

中前（美）　当センターのスタンスとしては、臨床研究を発展
させて将来の患者さんのために社会貢献すること、さらに、い
ま治療している患者さんが研究に参加することで得られるメ
リット・デメリットを考慮して科学的妥当性と安全性のバラン
スを図ることを重視しています。特に当院で立案する場合に
は、研究者と一緒に吟味しながら、プロトコールを作成して
います。
　臨床研究を行うには、最新の臨床を熟知することが必要
不可欠です。研究を通じて他施設との交流を図ることで最
新の情報交換もできて、研究だけでなく臨床の質を保つこと
にも寄与していきたいと考えています。

　現在は、2週間に1度、リサーチカンファレンスを開催し、依
頼された多施設共同研究への参加を検討したり、進行中の
臨床研究の進捗状況を報告したりしています。若手の医師
が発表した新しい研究アイデアについても検討し、プロト
コールづくりへ向けた推敲のプロセスを進めていく場合もあ
ります。
　このように当科では、臨床研究を中心とする学術活動が
非常に活発に行われています。

日野　多施設共同研究への参加は、社会的な使命感が原
動力になります。たとえば、保険外適応で使用せざるを得な
い薬への保険適応を目指す研究に症例を提供することで、
すべての医療機関が、その薬を必要とする患者さんのために
自由に使えるようになるわけです。私たちは、そういう研究に
これからも積極的に参加していきたい。そのためにも、血液
腫瘍臨床研究センターの果たす役割は非常に重要であり、
これまで以上に質の高い臨床研究を行っていきたいと考え
ています。


