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平成 29年 6月 27日

都道府県医師会

担当理事 殿

日本医師会常

今村

造血細胞移植患者の長期フォローアップを目的とした

「造血細胞移植患者手帳」の送付について

平素、本会会務にご協力賜 り厚 く御礼申し上げます。

今般、厚生労働省より「造血細胞移植患者手帳」に関して本会に対して周知

依頼がありました。

造血細胞移植については、難治性の血液疾患の根治療法として用いられ、移

植後の長期生存者数は増加している一方、同年齢の移植を受けていない者と比

較して感染症、生活習慣病、二次がんなどの発症率が高いことが明らかとなつ

ております。

こうしたことから、移植を受けた患者に対しては、長期に渡ってがん検診や

生活習慣病予防健診などの定期的なフォローアップを行うことにより、合併症

の予防及び早期発見を行うことが非常に重要です。また、移植後は、移植前に

罹患もしくは予防接種によって得られた免疫機能が減衰もしくは消失すること

から、かかりつけ医師の指導の下で計画的な予防接種を行つていくことが推奨

されているなど、長期生存者の健康管理に携わる地域の医療機関の協力が重要

となります。

「造血細胞移植患者手帳」はこれらを背景に、患者の移植に関する情報や医

学的な留意事項、移植後に起こりうる合併症及び緊急時の移植医療機関への連

絡方法などについて記載するものとして、一般社団法人日本造血細胞移植学会

において作成されたものであり、移植医療機関と地域の医療機関の連携体制を

構築することに繋がることから、移植患者の QOL向上に有効なものと考えられ

ます。



つきましては、貴職におかれましては本患者手帳の趣旨を御理解いただき、

本手帳の円滑な運用と貴会管下の郡市区医師会に対する周知にご高配賜 ります

ようお願い申し上げます。

なお、同省からの依頼文には、都道府県医師会において、本患者手帳並びに

造血細胞移植に関するより詳細な説明が必要な際には、全国に設置されている

造血幹細胞移植推進拠点病院へ直接問い合わせいただきたい旨についても記載

があり、別紙として全国 9カ所に設置された造血幹細胞移植推進拠点病院の運

絡先一覧の添付があります (表中の HCTCと は、造血細胞移植コーディネータ

ーを指します)。 ご活用いただきたく存じますと共に、造血細胞移植患者の移植

後の長期的なフォローアップの推進のために、移植医療機関と地域の医療機関

との連携促進を目的とする各拠点病院の活動に対して、貴職の一層のご理解を

賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
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平成 29年 6月 20日

公益社団法人 日本医師会

常任理事 今村 定臣 殿

厚生労働省健康局難病紺策課移植医療対策推進室

造血細胞移植忠者手帳の周知について (依頼)

移植対策の推進につきましては、日頃より御理解御協力を賜 り、厚く御

礼申し上げます。

同種造血細胞移植については、難治性の血液疾患の根治療法として用い

られ、移植後の長期生存者数は着実に増加 してお り、現在全国で約 22,000

人と推察されます。しかしながら、その数が増加するにつれ、移植後の長

期生存患者について、感染症、生活習慣病、二次癌などの発症率が、同年

齢の移植を受けていない者と比較して高いことが明らかとなつておりま

す。そのため、移植を受けた患者に対しては、長期に渡つて、癌検診や生

活習慣病予防検診などの定期的なフォローアップを行うことにより、合併

症の予防及び早期発見を行 うことが非常に重要です。また、移植後は、移

植前に罹忠もしくは予防接種によって得られた免疫機能が減衰もしくは

消失するため、かかりつけ医師の指導の下で計画的な予防接種を行ってい

くことが推奨されています。このような造血細胞移植忠者の移植後の長期

フォローアップに関しては、長期生存者の健康管理に携わる地域の医療機

関の協力が重要となります。

こうしたことを背景に、今般、一般社団法人日本造血細胞移植学会にお

いて、同種造血細胞移植忠者の方々の移植後の長期健康維持を図ることを

目的として、造血細胞移植患者手帳が作成されました。

造血細胞移植忠者手帳には、患者の移植に関する情報や、医学的な留意

事項、移植後に起こりうる合併症及び緊急時の移植機関への連絡方法など

について記載されています。この患者手帳の活用は、移植医療機関と地域
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｀
の医療機関の連携体制を構築することにつながることから、移植患者のQ
OLの向上を図るために、非常に有効なものと考えられます。

つきましては、貴殿におかれては、本患者手帳の趣旨を御理解いただき、

貴会会員の医療機関に対して本患者手帳の周知を行っていただくととも

に、本手帳の円滑な運用について特段の御配慮をお願いします。

なお、都道府県医師会におかれまして、
一
本患者手帳並びに造血細胞移植

に関してより詳細な説明が必要な際は、全国 9カ 所に設置されております

造血幹細胞移植推進拠 J点病院 (別紙 1)へお問い合わせ下さいますよう併

せてお願いしますと            
｀



造血幹細胞移植推進拠点病院連絡先一覧 別紙 1

名称

東北大学病院

北海道大学病院

メールアドレス FAX

東京都立駒込病院

東海大学医学部付属病院

名古屋第一赤十字病院

011-757-8158

大阪市立大学医学部附属病院

大西 康 (医師)

上野 秋花 (HCTC)

岡山大学病院

022-717-7016

愛媛県立中央病院

都道府県

03-3823-5433

北海道

千葉県、東京都、神奈川

青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

4ammd007@isicc u■okalacjp

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、山梨県、長野県

0463--94--9058茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
県、新潟県、山梨県、長野県

宮山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、長庫県、奈良県、和歌山
県

鳥取県、島根県、同山県、広島県、山口県

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

lsyokushien@med osaka― cu acjp

担当者

賀佐
県

岡県
、

ヽ
沖縄

福
県

後藤 秀樹(医師)

神澤 雅美(HCTC)

県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

大橋 ―輝(医師)

九州大学病院

豊崎 前子(医師)

小澤 辛泰(医師)

森 康雄(医師)

日野 推 2(区 日

“

)

梅本 由香呈
(HCTC)

藤井 伸治 (医師 )

山下 麻衣(HCTC)

TEL

011-706-6997

022-717-7146

03-3823-2101

0463‐-93‐ -1121

052-481-5111

06-6645-5902(9:00-16:00)

086-235-7767(9:00-16:30)

089-947-1111

092-642-5230

052-482-7733

06-6646-6125

086-235-7634

089‐-943‐-4136

092-642-6274

























平日（　　時　　分～　　時　　分）

電話番号
部署名：

☎（　　　  ）　　　  -

（必要時記載）

担当者名：
所属： 　　　  職種：

※上記の担当者が不在の場合

担当者名：
所属： 　　　  職種：

備考

病院名

診療科名

患者ID番号



休日・時間外
緊急時のご連絡は、こちらまでお願いいたします。
内容に応じた担当者が対応いたします。

電話番号

部署名：

☎（　　　  ）　　　  -

（必要時記載）
担当者が指定されている場合は下記が対応いたします。

担当者名：

所属： 　　　  職種：

備考



ふりがな
氏名
生年月日 　　　年　　　月　　　日
性別 □男　 □女
住所 〒

電話番号 ☎（　　　  ）　　　  -

緊急時の連絡先（１）
ふりがな
氏名 （続柄　　  ）

電話番号 ☎（　　　  ）　　　  -
携帯電話 ☎（　　　  ）　　　  -

緊急時の連絡先（２）
ふりがな
氏名 （続柄　　  ）

電話番号 ☎（　　　  ）　　　  -
携帯電話 ☎（　　　  ）　　　  -



医学的な留意事項

１．血液型
一般的には移植後の血液型はドナーの血液型に変わりま
すが、判定が困難な場合があります。「血液型」に関して
は必ず1５ページを参照してください。

２．アレルギー歴

３．その他



移植日 　　　年　　  月　　  日
（移植時年齢　　歳）

疾患名

身長　　　　　 cm 体重　　　　　 kg

移植施設

病院名

診療科名

患者ID番号

主治医

電話番号 ☎（　　　  ）　　　  -



ドナー □血縁　 □非血縁

幹細胞源 □骨髄　 □末梢血幹細胞
□臍帯血

HLA
□適合　 □不適合　 □半合致

（　　　　　　　　　　　　　　）

血液型 患者：　 （　 ） ドナー：　 （　 ）



前処置

□化学療法　□シクロホスファミド
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□シタラビン
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□フルダラビン
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□メルファラン
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□ブスルファン
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□エトポシド
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）
　　　　　　□その他
　　　　　　　（薬剤名：　　　　　　　　  ）
　　　　　　　（　　　　　　mg/kg  mg/㎡）

□放射線　　□全身放射線照射（TBI）　　  Gy
　　　　　　□全リンパ節照射（TLI）　　  Gy
　　　　　　□その他
　　　　　　　（　　　　　　　　  ）　　  Gy

□抗胸腺細胞グロブリン（ATG）
　（薬剤名：　　　　　　  　　 ）　　  mg/kg

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）



GVHD
予防

□タクロリムス　
□シクロスポリン
□メソトレキセート
□ミコフェノール酸モフェチル
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

急性
GVHD

□なし　　　　　　　　　　ステージ
□あり　　□皮膚　　　　 １ ２ ３ ４
　　　　　□肝臓　　　　 １ ２ ３ ４
　　　　　□消化管　　　 １ ２ ３ ４

　　　　　最大グレード　  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
発症日 　　年　　月　　日

急性
GVHDの
治療

□なし
□あり　　□外用薬
　　　　　□ステロイド
　　　　　□その他（　　　　　　　　　）

特記事項



過去の移植記録：　  回目の移植

移植日 　　　年　　  月　　  日
（移植時年齢　　歳）

移植施設名

ドナー □血縁　 □非血縁

幹細胞源 □骨髄　 □末梢血幹細胞
□臍帯血

HLA □適合　 □不適合　 □半合致

ドナー血液型 　　　（　 　）

前処置やGVHD予防など（具体的に記載）

特記事項



過去の移植記録：　  回目の移植

移植日 　　　年　　  月　　  日
（移植時年齢　　歳）

移植施設名

ドナー □血縁　 □非血縁

幹細胞源 □骨髄　 □末梢血幹細胞
□臍帯血

HLA □適合　 □不適合　 □半合致

ドナー血液型 　　　（　 　）

前処置やGVHD予防など（具体的に記載）

特記事項







検診の種類・
事業名など 受診日 異常の有無

（主な異常の内容）

例）○○市 乳がん検診 ○○年
○○月 ○○日 異常なし

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日



　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日

　　 年
　　 月　　 日



疾患名 診断日 診断医療機関・
医師名

高血圧 　  年　  月　  日

脂質異常症 　  年　  月　  日

糖尿病 　  年　  月　  日

狭心症 　  年　  月　  日

心筋梗塞 　  年　  月　  日

脳梗塞 　  年　  月　  日

脳出血 　  年　  月　  日

　  年　  月　  日

　  年　  月　  日

　  年　  月　  日

　  年　  月　  日





入院日 　　　年　　  月　　  日

退院日 　　　年　　  月　　  日

入院目的

入院経過

( 症状、　　)  合併症、 
  検査など

入院施設名

担当医



入院日 　　　年　　  月　　  日

退院日 　　　年　　  月　　  日

入院目的

入院経過

( 症状、　　)  合併症、 
  検査など

入院施設名

担当医



入院日 　　　年　　  月　　  日

退院日 　　　年　　  月　　  日

入院目的

入院経過

( 症状、　　)  合併症、 
  検査など

入院施設名

担当医



入院日 　　　年　　  月　　  日

退院日 　　　年　　  月　　  日

入院目的

入院経過

( 症状、　　)  合併症、 
  検査など

入院施設名

担当医







年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント

年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント



年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント

年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント



年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント

年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント



年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント

年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント



年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント

年月日
　　年　　月　　日 血球減少

□なし
□あり　 □輸血が必要な貧血
　　　　 □血小板５万/μl 未満
　　　　 □好中球 1000/μl 未満

移植後
　　年　　ヵ月

GVHD
□なし　□あり

免疫抑制剤やステロイドの服用
□なし　□あり

感染症のリスク
□高　 □中間　 □低

注意事項やコメント



最
近
の
患
者
さ
ん
の
状
況



予防接種 接種時期 ワクチン種類

接種が
望ましいワクチン

インフルエンザ HA 移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。冬期（１０-１２月）毎年１回

不活化
ワクチン

四種混合
（DPT-IPV、D：ジフテリア、P：百日咳、
T：破傷風、IPV：ポリオ）

移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。３回接種

インフルエンザ菌 b型（Hib、アクトヒブ®）
肺炎球菌（PCV13,プレベナー１３®、
PPSV２３, ニューモバックス®）

移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。１〜３ヵ月毎に３回接種
※肺炎球菌ワクチン：ニューモバックスは1回接種

MR （M：麻疹、R：風疹）
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
水痘（水ぼうそう）

移植後２年以降で、免疫抑制剤が終了し、
慢性 GVHDの悪化がない。２回接種　　

弱毒生
ワクチン

必要に応じて接種を
検討する

B型肝炎ウイルス
移植後１年以降で慢性 GVHD の悪化がなく、
家族にキャリアがいる場合。１ヵ月ごと２回、
その後６ヵ月後に１回、計３回接種 不活化

ワクチン
A型肝炎ウイルス　狂犬病ウイルス
日本脳炎ウイルス

移植後１年以降で慢性 GVHD の悪化がな
く、流行地への渡航の際に推奨

接種すべきでない 結核菌（BCG） すべての時期で接種不可 生ワクチン



予防接種 接種時期 ワクチン種類

接種が
望ましいワクチン

インフルエンザ HA 移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。冬期（１０-１２月）毎年１回

不活化
ワクチン

四種混合
（DPT-IPV、D：ジフテリア、P：百日咳、
T：破傷風、IPV：ポリオ）

移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。３回接種

インフルエンザ菌 b型（Hib、アクトヒブ®）
肺炎球菌（PCV13,プレベナー１３®、
PPSV２３, ニューモバックス®）

移植後６-１２ヵ月以降で、慢性GVHDの悪化
がない。１〜３ヵ月毎に３回接種
※肺炎球菌ワクチン：ニューモバックスは1回接種

MR （M：麻疹、R：風疹）
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
水痘（水ぼうそう）

移植後２年以降で、免疫抑制剤が終了し、
慢性 GVHDの悪化がない。２回接種　　

弱毒生
ワクチン

必要に応じて接種を
検討する

B型肝炎ウイルス
移植後１年以降で慢性 GVHD の悪化がなく、
家族にキャリアがいる場合。１ヵ月ごと２回、
その後６ヵ月後に１回、計３回接種 不活化

ワクチン
A型肝炎ウイルス　狂犬病ウイルス
日本脳炎ウイルス

移植後１年以降で慢性 GVHD の悪化がな
く、流行地への渡航の際に推奨

接種すべきでない 結核菌（BCG） すべての時期で接種不可 生ワクチン



移植後の接種時期

６-１２ヵ月 ９-１５ヵ月 １２-１８ヵ月 ２４ヵ月 ３０ヵ月

DPT-IPV DPT-IPV DPT-IPV MR MR

Hib Hib Hib 水痘 水痘

PCV１３ PCV１３ PCV１３

同時もしくは分散 同時もしくは分散

ワクチンの商品名

DPT-IPV テトラビック®、クワトロバック®　　

Hib アクトヒブ®

PCV１３ プレベナー１３®

MR 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン®、
ミールビック® 等

水痘 乾燥弱毒生水痘ワクチン®





ワクチン名 接種時期 接種済

例）インフルエンザHA ２０１７年１２月までに



ワクチン名 接種時期 接種済



ワクチン
種類 接種日 接種施設名 ロット番号

四種混合
（DPT-IPV）

MR 
（麻疹、風疹）

流行性
耳下腺炎

（おたふく
かぜ）

水痘 
（水ぼうそう）



ワクチン
種類 接種日 接種施設名 ロット番号

肺炎球菌
（PCV１３、

プレベナー１３®）

肺炎球菌
（PPSV23, 

ニューモバックス®）

インフル
エンザ菌 
b型 

（Hib、
アクトヒブ®）



ワクチン
種類 接種日 接種施設名 ロット番号

B 型肝炎

A 型肝炎

日本脳炎

狂犬病



ワクチン
種類 接種日 接種施設名 ロット番号

インフル
エンザ 
HA



ワクチン
種類 接種日 接種施設名 ロット番号

その他の
ワクチン
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