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1. 骨髄とは 

 

 骨髄とは、骨の中の中心部にあるゼリー状の造血組織で、白血球・赤血球・血小板が、ここ

で休むことなく作られています。骨髄には、これらの血球のもとになる造血幹細胞が含まれて

います。 

赤血球は酸素を運搬し、白血球は外部から侵入する細菌などと戦います。血小板は出血を止

める働きをします。これらの血液細胞は、骨髄の中で造血幹細胞から造られて血液中に送り出

されます。 

 この骨髄の病気が白血病・再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・免疫不全症などです。 
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2. 造血幹細胞移植とは 

 

造血幹細胞移植は白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、免疫不全症などの病気にお

かされた骨髄細胞を健康なものに置き換える治療です。また、白血病や骨髄異形成症候群など

の腫瘍性疾患では悪い細胞を根絶させるために大量の抗癌剤や放射線を使用することも目的の

一つとなります。先天性代謝異常疾患は骨髄の病気ではありませんが、問題となる酵素が白血

球中にも含まれるような病気では、造血幹細胞移植により正常な白血球が産生されると同時に

正常な酵素が産生されることが期待できます。 

「造血幹細胞移植」という言葉は耳慣れない言葉で以前は骨髄移植のことでしたが、現在は

骨髄のほかに末梢血や臍帯血(へその緒からとれる血液)による移植が可能となりましたのでこ

のような呼び方となっています。基本的にはいずれの移植も変わりませんが、若干の違いに関

しては後に説明します。 

健康な造血幹細胞を提供してくれる人がドナーです。骨髄移植は皮膚から専用の針を刺し、

注射器で骨髄から吸い取った骨髄液(血)を患者さんの静脈へ点滴で注入するものです。末梢血

幹細胞移植や臍帯血幹細胞移植でも静脈へ点滴するのは同じです。 

しかし、ただ造血幹細胞(骨髄液・末梢血幹細胞・臍帯血)をとって患者さんに注入しても拒

絶され造血幹細胞移植はうまくいきません。患者さんの骨髄を空にするような治療が必要とな

ります。それが移植前処置と呼ばれます。移植前処置として造血幹細胞移植の前に 1～2 週間か

けて、大量の抗癌剤投与や全身への放射線照射がおこなわれます。これにより、病的な細胞は

もとより正常の造血細胞も破壊されます。前処置後は血液中の白血球が極端に減少するため、

抵抗力を失って感染症が起こりやすくなります。このため患者さんは、移植前処置の終了後に

滅菌消毒された塵や細菌のない清浄な空気の流れる無菌室で過ごします。 

 

生着とは 

 ドナーから移植した造血幹細胞が患者さんの骨髄内に入り込み新

たに血液細胞を作り始めることを「生着した」と言います。一般に

1mm3の血液中に好中球 (白血球の一種)の数が 500 個以上となった日

が 3 日続いた場合を生着と考えますが、血液型や染色体、遺伝子等の

検査で確認することもあります。 

 

移植当日、ドナーの方から提供された造血幹細胞(骨髄液・末梢血幹細胞・臍帯血)が数分か

ら数時間かけて患者さんの静脈に点滴で注入されます。健康な造血幹細胞は、患者さんの空に
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なった骨髄に生着し、造血を開始します。患者さんは血液成分が造られて安定するまで無菌室

で過ごします。 

造血幹細胞移植をおこなっても、さまざまな合併症がみられたり再発する場合もあり、道の

りは平坦ではありません。合併症については後に述べます。 
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3. HLA抗原とは 

 

赤血球の血液型に、A, B, AB, O 型といった型があるように白血球にも血液型があります。こ

の型のことを HLA(Human Leukocyte Antigen)、人白血球抗原または組織適合抗原ともいいます。

HLA は、A 座、B 座、C 座、DR 座、DQ 座、DP 座などとさらに細かく分かれていて、それぞ

れが数種類から数十種類あってその組み合わせは数万通りの型があります。 

この HLA の遺伝情報は 6 番目の染色体にあり、この 6 番染色体を父親から 1 本、母親から 1

本受け継ぐことにより HLA の型が決定されます。ですから同じ両親から生まれたお子さんの場

合、4 種類の HLA の型が存在することになります。このため、兄弟姉妹で HLA の型が一致す

る確率は 4 人に 1 人ということになります。 

HLA の型が一致という場合には、一般的に A, B, DR の 3 種類の型の 6 つの抗原がすべて一致

していることを指しますが、このうち 1 つが不一致である場合も次善の方法として骨髄移植を

おこなうことがあります。しかしながら、生着不全・GVHD といった合併症が多くなることが

予想されるため、若干成功率が落ちることとなります。 

HLA 型検査のほかにドナーと患者さんの間の適合性をみる検査として MLC(リンパ球混合培

養)という検査があります。両者のもっているリンパ球の相性が一致していれば「陰性」、不一

致であれば「陽性」となります。したがって、HLA 完全一致・MLC 陰性という場合が、もっ

とも望ましい移植といえます。 

骨髄バンクを通じた移植の場合にも、HLA の抗原(A, B, DR の 3 種類の型の 6 つの抗原)はす

べて一致もしくは 1 つが不一致であること(施設が限定されています)が条件となります。しか

し、HLA の抗原が一致していても兄弟姉妹と異なりこの検査でわからない細かな部分が異なっ

ている可能性があります。このため、HLA 抗原を決める遺伝子の DNA を直接検査することが

できるようになり、より適合したドナーの選択に役立っています。 

臍帯血幹細胞移植の場合には、臍帯血の細胞が幼弱で合併症がおきにくいことから HLA の 2

つが不一致まで可能とされています。 
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  HLAの例 

 

 

HLAと DNAタイピング(一部を示したもの) 

 

 

 

父

A B DRB1

24 52 15

31 61 0901

母

A B DRB1

2 46 08

2 75 0901

第1子

A B DRB1

24 52 15

2 46 08

第2子

A B DRB1

31 61 0901

2 75 0901

第3子

A B DRB1

31 61 0901

2 46 08

第4子

A B DRB1

24 52 15

2 75 0901

父

A B DRB1

24 52 15

31 61 0901

父

A B DRB1

24 52 15

31 61 0901

母

A B DRB1

2 46 08

2 75 0901

母

A B DRB1

2 46 08

2 75 0901

第1子

A B DRB1

24 52 15

2 46 08

第1子

A B DRB1

24 52 15

2 46 08

第2子

A B DRB1

31 61 0901

2 75 0901

第2子

A B DRB1

31 61 0901

2 75 0901

第3子

A B DRB1

31 61 0901

2 46 08

第3子

A B DRB1

31 61 0901

2 46 08

第4子

A B DRB1

24 52 15

2 75 0901

第4子

A B DRB1

24 52 15

2 75 0901

A抗原

A1 0101

A2 0201

0206

0207

0210

A3 0301

A11 1101

1102

A24 2402

2404

A26 2601

2602

A31 3101

A33 3303

B抗原

B7 0702 B61 4002

B13 1301 4003

B62 1501 4006

1506 B44 4402

1507 4403

B75 1502 B46 4601

B75V 1511 B48 4801

B70 1518 B51 5101

B35 3501 B5102 5102

B37 3701 B52 5201

B39 3901 B54 5401

3902 B55 5502

3904 B56 5601

B60 4001 B58 5801

B59 5901 B67 6701

DRB1抗原

DR1 0101 DR13 1301

DR4 0401 1302

0403 DR14 1401

0405 1403

0406 1405

0407 1406

0410 DR15 1501

DR8 0802 1502

0803 DR16 1602

DR9 0901

DR10 1001

DR11 1101

DR12 1201

1202
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4. 移植の準備 

 

患者さんは移植の約 1 ヵ月前に入院し、大量の放射線照射や免疫抑制剤に耐えられるかどう

かの検査を行います。例えば、心臓や腎臓に予備能力があるか、あるいはどこかに感染のもと

になる感染巣(例えば虫歯や副鼻腔炎(蓄膿症)など)がないかの検査を行います。もし、心臓・腎

臓などに重大な障害がある場合には中止せざるを得ない場合もありますし、感染巣がある場合

には早急に治療しなければなりません。 

また、移植の 2～3 週間前には実際に無菌室に体験入室をおこない実際の移植の際にどのよう

なことをしなければならないかを体験していただきくことがあります(無菌室が混んでいる場

合にはできないことがありますのでご了承ください)。この期間には実際の移植期間に食べる無

菌食も体験していただきます。この体験入室時期は体が楽なので、ついつい疎かになりがちで

すが、実際の入室後ここでの体験がとても大事になるのでしっかり勉強して下さい。 

造血幹細胞移植の前後には、点滴・輸血・採血などを数多く行います。毎日点滴の針を差し

替えていたのでは大変ですので、移植前に中心静脈カテーテルという管を頸または胸のところ

から太い血管内に留置しておきます。これで、直接針を刺さなくても大丈夫ということになり

ます。中心静脈カテーテルの挿入は処置室もしくは放射線部にて熟練した医師が行いますが、

まれに気胸(肺に穴があくこと)・血胸(肺に血が入ること)などの合併症を生じることがあります。

特に血胸は稀ですが重大な合併症です。一般的にはその後の対応をきちんとおこなえば事なき

を得るのが普通ですが、時として生命に関わることがあります。 
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5. 移植前処置と副作用 

 

移植のための前処置は、移植の 7～10 日前より始まります。以下にそれぞれの治療について

述べますが、その組み合わせについては疾患や他の要素を考慮して決めることとなります。前

処置をおこなうと、原病の細胞はもとより正常の造血細胞も壊れてしまいます。壊れた細胞は

尿酸という物質となって尿にまじって排泄されます。しかし、この尿酸の量が多くなりすぎま

すと尿に溶けなくなってしまい腎臓につまってしまうことがあります。このため、前処置が始

まりますと尿量を多くするため点滴の量が多くなり尿酸を作らせないようなお薬を飲んでいた

だきます。 

前処置のお薬の共通の副作用として吐き気と粘膜障害があります。吐き気に対しては吐き気

止めのお薬を使うことによりある程度はコントロールできますし、前処置が終了した数日後に

はよくなるのが一般的です。また、粘膜障害というのは具体的には口の中が白くなったり腫れ

たり出血したりするものです。痛みが強いため口を閉じられなくなったり、唾液を飲み込めな

くなったりすることもあります。この予防のためには、口の中のうがいをきちんと行うことが

一番です。また、口内炎予防のどろどろしたお薬でうがいしていただくこともあります。消化

管全体が粘膜でできているため、口の中と同じように消化管全体も腫れてしまいます。このた

め、下痢・腹痛をともなってきます。あまりひどい場合には痛み止めのお薬で対応します。こ

の粘膜障害は通常、移植後数日であらわれ、10 日間程度続きます。 

 

全身放射線照射(TBI) 

通常 4 日間に分割して行います。場合によっては 1 日に 2 回行うこともあります。場所は地

下の治療室で、1 日目は 1 時間以上かかりますが、翌日より若干早くなります。照射している

最中は、ただ寝ているだけです。ただし、動くことはできません。小さなお子さんの場合は薬

で眠らせて行うことになります。照射は全身くまなく行われますが、副作用の起きやすい肺と

眼は一部遮蔽します。 

シクロフォスファミド(エンドキサン, CY) 

点滴のお薬です。一般的にあらゆる腫瘍の治療に使用されていますが、副作用として出血性

膀胱炎があります。これは、尿に血が混じって排尿痛や残尿感を引き起こします。予防のため

に大量の点滴により尿をうすめることがおこなわれます。また、まれに心臓の障害を引き起こ

し心不全に至ることがあります。そうならないために移植前の心機能の検査が重要となります。 
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ブスルファン(マブリン, BUS) 

飲み薬です。本来は慢性骨髄性白血病の治療薬ですが、その投与量の 100 倍くらいの量を使

うことで骨髄移植の前処置に使われるようになりました。粉薬で 1 日 4 回内服することとなり

ますが、量が多いので飲むのがちょっと大変です。副作用として痙攣があげられます。このた

め脳波の検査を行ったり、抗痙攣薬を予防的に内服していただきます。その他の副作用として

は肝障害・間質性肺炎などがありますがまれです。 

エトポシド(ベプシド, VP16) 

点滴のお薬です。これも抗腫瘍剤の一種です。このお薬を投与すると発熱がみらる人がいま

す。ですから、その予防としてステロイドホルモンを使用しますが、それでも発熱がある人も

います。しかし、一般的には発熱は 1 日のみです。また肝障害がみられることもあります。 

メルファラン(アルケラン、L-PAM) 

点滴のお薬でやはり抗腫瘍剤です。副作用は腎障害です。この薬は、最近まで保険適用とな

っていませんでしたが、やっと使えるようになりました。 

抗リンパ球グロブリン(ALG/ATG) 

これも点滴のお薬です。ヒトのリンパ球で免疫したウマまたはウサギの血清です。これを投

与することにより、早期の生着不全や GVHD の予防効果があります。しかしながら異種蛋白で

あるためアレルギーが最大の問題となります。十分に注意して、しかもステロイドホルモンを

使用して行いますが、発熱がみられるのみならずショックに至ることもあります。この薬も一

部は保険適応外となっており実費負担をお願いすることがあります。 

フルダラビン(フルダラ、Flu) 

 点滴のお薬です。最近、いわゆるミニ移植の普及により使われるようになった薬です。副作

用はほとんどありませんが、エンドキサンと一緒に使うと心臓に悪影響を及ぼすことが知られ

ています。 
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6. ドナー(提供者)の準備と骨髄採取 

 

ドナーの方が健康であり、安全に麻酔をかけられることを確認するために検査が必要となり

ます。その検査とは、一般的な採血および心電図・レントゲン写真・呼吸機能検査などです。

また、患者さんとの血液型の比較(ABO 型以外の血液型)のための採血もさせていただきます。 

そのほかに、移植の約 2 週間前に骨髄採取に備えてドナーご自身の血液を採取保存させてい

ただきます。これは、骨髄採取の際に輸血が必要となることが多いのですが、他人からの血液

ではなく安全なご自身の血液を輸血するためのものです。また、この時期には麻酔専門医の診

察も受けることとなります。 

入院は、一般的に採取の 1～2 日前となっています。前日には麻酔医の最終的な診察がありま

す(通常夕方に来棟します)。麻酔は原則として全身麻酔を行います。ときに、手術室へ行く前

に浣腸をかけて腸の中を空にすることもあります。麻酔導入薬を注射して意識が薄れてから、

口から気管に柔らかいプラスチックの管(気管チューブといいます)を挿入して麻酔ガスと酸素

を送り込み人工呼吸器で呼吸をコントロールします。尿道に細い管(尿道カテーテルといいま

す)を差し込んで尿を外へ導くこともあります。 

麻酔による事故は全くないわけではありません。はっきりしたデータはありませんが、数万

件に 1 例の死亡例が報告されています。もちろん、最大の注意を払って行うことはいうまでも

ありません。 

骨髄液は採取しやすい腸骨(骨盤骨)から採 

取します。骨盤の背中側のベルトより少し下 

の部分で骨髄穿刺針を皮膚の上から刺して注 

射器で吸引して採取します。骨盤の背中側 

左右で合計 4～8 カ所くらいの皮膚の穴から、 

1 回に数 ml の骨髄液を注射器で吸引します。 

同じ皮膚の穴から何回も方向を変えて刺す 

ことになりますので、全体としては 100 回 

以上針を刺すこととなります。 
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                 採取する骨髄液の量は患者さんの体重 kg あ 

                たり 15ml を目標として採取します。採取に 

                かかる時間は、通常 1～2 時間です。もちろん、 

                先程も述べましたとおりあらかじめ採取して 

                あった自己血は返血します。 

                 麻酔からさめた後、骨髄穿刺部位の痛み、 

                尿道カテーテル抜去後の排尿痛、気管チューブ 

を抜いた後ののどの痛み、頭痛などが残ることがあります。しかし、これらは個人による差は

ありますが徐々に良くなります。ただ、腰の痛みは重苦しい感じとして、数日間残ることもあ

ります。 

一般的に穿刺部位の感染を起こすことは稀ですが、なかには発熱のみられる方もいます。感

染がある場合には抗生物質の投与により良くなる場合がほとんどです。退院は骨髄採取翌々日

が普通ですが、創や貧血の状態によっては延期となることもあります。退院後は、若干の貧血

が残る場合がありますので激しい運動は避けゆっくりともとの生活に戻した方がよろしいでし

ょう。 
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7. 末梢血幹細胞採取 

 

 末梢血幹細胞採取の際にも血液検査や心電図・レントゲン写真などの検査があらかじめ必要

になります。しかしながら、自己血の採取は一般的にはおこなっていません。末梢血幹細胞は

普通の状態では採取できませんので、顆粒球コロニー刺激因子(granulocyte colony-stimulating 

factor, G-CSF)というお薬を 5～6 日間皮下注射することが必要になります。この薬は、白血球を

増やす作用があり血液疾患に広く用いられていますが、末梢血幹細胞採取の際は健常な方にお

薬を使うため白血球数が正常の 4～5 倍に増加します。このため、腰などの骨の痛みがでやすく

なります。また、まれにですが脾臓破裂などの重篤な合併症が起こり得ますので入院して十分

に注意して行わなければなりません。また、将来にわたる合併症など不明な点がまだあるため

全例厚生労働省に報告を義務づけられています。ご協力をお願いいたします。 

 実際の末梢血幹細胞採取は、この G-CSF を投与した 4 日目および 5 日目に行います。採取は

血液センターで行う成分採血と同じ様なものですが、点滴を 2 カ所に行います。また、太い血

管がない場合には片方を動脈に行うこともあります。片方から血液を採取し、機械で処理し必

要な成分を取り除いた後もう片方から血液をお返しします。これを同時に進行します。採取す

る際に血が固まらないように抗凝固剤を混入するため血液中のカルシウムが少なくなり唇がし

びれる、手の指先がしびれるといった症状がでることがありますので、異常に気づかれた際は

お早めに申し出て下さい。処理する血液の量は患者さんの体重あたり 150～200ml ですが、実際

に採取保存する量は 50～60ml のみです。G-CSF に対する反応性はかなり個人差があり、採取

でとれる末梢血幹細胞も個人差がみられます。このため、1 回の採取ごとに幹細胞の量を検査

して調べなければなりません。少ない場合には追加の採取をお願いすることもあります。 
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8. 臍帯血幹細胞採取 

 

 臍帯血の採取はどうするのでしょう?実際に移植を受けられる方のご兄弟が臍帯血を採取す

るというチャンスはそれほど多くありませんが、説明しておきましょう。赤ちゃんが産まれた

らへその緒をクランプ(止めることです)して切り離します。赤ちゃんはそのまま新生児担当医

のもとへ運ばれます。ここまでは、普通のお産と全く同じです。臍帯血の採取はここからです。 

 まだお母さんからでているへその緒のクランプをはずし瓶に臍帯血を受け止めます。臍帯血

は子宮の圧で拍動的に流れ出てきます(この操作は多くの病院では省いているようです。)。そ

の後、胎盤が娩出されたら再度採取に入ります。胎盤の血管に針を刺したり、あるいはへその

緒の血管に管を入れたりして血液を採取します。臍帯血はおおよそ 50～100ml 採取されます。

そして、採取された臍帯血は赤血球を一部取り除く処理をして凍結保存されます。 

赤ちゃんを切り離します。  瓶に臍帯血を受け止めます。 

 

胎盤を針で刺したり、へその緒に管をいれたりして臍帯血を採取します。 
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9. 血液型が違う人からの移植 

 

血液型には様々ありますが、輸血に問題となるのは ABO 式と Rh 式の血液型です。一般に輸

血の際には血液型が一致した血液を使う決まりとなっています。では、移植される患者さんと

ドナーの方が血液型が違う場合には造血幹細胞移植は可能でしょうか? 実は可能なのです。 

血液型は下図のような仕組みになっています。A の抗原とA に対する抗体が結合した場合と、

B の抗原と B に対する抗体が結合した場合に血が溶ける溶血という現象が起きます。この溶血

がおきると腎臓などに悪影響を及ぼすため血液型の違う輸血ができないのです。 

血液型の違う移植の際には血漿成分や赤血球を取り除きます。そうすることで移植の際の溶

血を防ぐことができるのです。ところが、移植後に造血が回復するとドナー血液型の赤血球が

増加し始め、もともとの血液型と入り交じった状態になります。その際に、溶血を引き起こす

可能性があります。このため、あらかじめ下記のように違う血液型を輸血しておくこととなり

ます。 

 

A型 B型 O型 AB型

赤血球

血　漿

A抗原 B抗原
A抗原+

B抗原

抗B抗体 抗A抗体 抗A抗体+

　抗B抗体

と　　、　　と　　　が結合すると溶血(血が溶けること)がおこります。

　
提
供
者
の
血
液
型

患者の血液型　輸血　
製剤

ABABABAB血小板

ABOBA赤血球AB型

ABOBA血小板

OOOO赤血球O型

ABBBAB血小板

BOBO赤血球B型

ABAABA血小板

AOOA赤血球A型

AB型O型B型A型

　
提
供
者
の
血
液
型

患者の血液型　輸血　
製剤

ABABABAB血小板

ABOBA赤血球AB型

ABOBA血小板

OOOO赤血球O型

ABBBAB血小板

BOBO赤血球B型

ABAABA血小板

AOOA赤血球A型

AB型O型B型A型

移植後に輸血する血液の型

の色の枠は血液型が一致

の色の枠は血漿の除去が必要

の色の枠は赤血球の除去が必要
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10. 無菌室と感染症 

 

 移植前処置がはじまると、抗生剤の内服が始まり体の無菌化を図っていきます。それは、患

者さんの造血能力が前処置によって著しく低下するため、白血球数が殆ど 0 に近い状態になり、

体の抵抗力が極度に落ち、通常では体に悪影響を及ぼさない微生物が病原体として働きかねな

い状態となるからです。移植を受ける患者さんは移植の前日か当日に無菌室に入ることになり

ますが、直前に消毒薬のお風呂に入り、全身の皮膚の無菌化を図ることになります。 

無菌室とは文字通り部屋全体が無菌状態になっている部屋で、滅菌された空気は常に一定方

向に流れるようになっています。使用する水もすべて滅菌され、出てくる食事も滅菌された無

菌食です。また、腸の中や口の中、のどの菌をなくするためお薬をのんだり吸入したりするこ

とが必要となります。口の中のうがいも重要です。 

患者さんは移植後、造血能力が回復するまでの数週間ここで生活することになります。無菌

室では、ベッドのほかにトイレ・テレビ・ゲーム・電話などが装備され一つの部屋で生活でき

るように工夫されています。面会は無菌を保つためにカーテン越しになりますが、電話で会話

することはできます。またスタッフは患者と接するときにはきれいなガウンを着て接します。 

患者さんが乳幼児の場合、お母さんも一緒に無菌室に入っていただくこととなります。しか

し、お母さんは患者さんと同じ様な状態ではいるわけではありません。スタッフと同様にガウ

ンを着て接していただきます。抱っこや添い寝はできません。もちろん、お母さんの休める部

屋を用意します。 

この部屋は大変清潔な部屋ですが、十分無菌化を図った患者さんでも生活態度を誤ると容易

に不潔となり感染の危険にさらされます。 

無菌室の入室期間は基本的に移植の前日もしくは当日から生着してから約 1 週後までです。

生着が確認された時点で無菌解除となり一部の薬や吸入がなくなり、無菌食も普通食により近

い加熱食になります。 
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          無菌室の見取り図 
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移植後、患者さんの抵抗力は低下しているためいろいろな感染症に罹患する可能性があります。

免疫力の回復時期から移植後を大きく 3 つの時期に分けると罹患しやすい主な感染症は以下の

ようになります。 

1. 早期（移植後 0 日から 30 日）患者さんの白血球がドナーの白血球に入れ替わり回復してく

るまでの期間→細菌性・真菌性の敗血症、単純ヘルペスによる口内炎 

2. 中期（移植後 30 日から 100 日）白血球が機能的に働き始めるようになるまでの期間→サイ

トメガロウイルスによる肺炎・肝炎、アデノウイルスによる出血性膀胱炎 

3. 晩期（移植後 100 日以降）白血球の機能が未だ不十分な時期→水痘・帯状疱疹ウイルスによ

る帯状疱疹、慢性 GVHD 合併例では中耳炎・肺炎等の反復性細菌感染症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨髄移植後の感染 

時期          早 期        中 期            晩 期 

細菌性 

真菌性 

ウイルス性 

敗血症 

口内炎 

HSV 

CMV 

間質性肺炎 
VZ

帯状疱疹 

出血性膀胱炎 

アデノウイル

白血球数 

  と 

その由来 

GVHD 

患者本人の 

白血球 

移植した骨髄由来の白血球 

移植後日数 -7 0           30             100               360 

急性 慢性

HSV:単純ヘルペスウイルス 

CMV:サイトメガロウイルス 

VZV:水痘帯状疱疹ウイルス 

中耳炎、肺炎、敗血症、皮膚感
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11. 移植後の合併症 

 

 造血幹細胞移植には様々な合併症があります。いずれも重篤で、ここからのお話は"聞きたく

ない"と思われるかもしれませんが、十分ご理解をいただかなければ移植を行うことはできませ

ん。なお、GVHD も移植合併症のひとつですが、次の項に独立して説明させていただきます。 

また、移植の合併症は数限りなくあり、すべてのものをご説明するわけにも行かないことをご

了承ください。希なものを含めたら半日あっても説明時間は足りません。 

 

生着不全 

 ドナーから移植した骨髄細胞が患者さんの骨髄内に入り込み新たに血液細胞を作り始めるこ

とを「生着した」と言います。一般に 1mm
3の血液中に好中球 (白血球の一種)の数が 500 個以

上となった日が 3 日続いた場合を生着と考えますが、血液型や染色体、遺伝子等の検査で確認

することもあります。生着までに要する期間は造血幹細胞移植後およそ 3 週間(臍帯血幹細胞移

植ではやや遅れます。)ですが、ときに生着が得られない場合があり造血幹細胞移植移植後 4 週

間以上(臍帯血幹細胞移植では 6 週間以上)経っても生着しない場合を「生着不全 (拒絶)」とい

います。移植前の頻回の輸血、HLA 不適合の移植、移植前処置が充分にできなかった場合、移

植細胞数の不足などが拒絶の可能性を高めます。血液悪性腫瘍の患者さんでは拒絶の率は HLA

一致の兄弟からの移植の場合は 0.1%程度ですが、HLA 不一致や一致していてもバンクからの

移植の時は高率となり、また再生不良性貧血の患者さんでは HLA 一致の兄弟からの移植でも比

較的高率に起こり得ます(ただし輸血経験がなければ少ないのが普通です)。拒絶を防止する確

実な方法は現在のところありません。しかし拒絶へ至ってしまうと再移植をしなければ致命的

になる確率が非常に高いため、種々の予防法を併用しながら移植を行っています。また、特に

再生不良性貧血では一度生着して数ヶ月経てから再度もとの状態に陥ってしまうこともありま

す。このことを late rejection(あまり日本語では言いませんが、晩期拒絶という意味合いです)と

いいます。この late rejection がおきる原因は今のところ、あまり明らかにはなっていません。 

 また、臍帯血幹細胞移植はこの生着不全が他の移植と比較して多いとされており(特に再生不

良性貧血や先天性代謝異常症などの非腫瘍性疾患において)、移植する臍帯血の選択は HLA 適

合度・細胞数とも慎重に選択することが必要となります。 
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肝中心静脈閉塞症 (VOD, veno-occlusive disease)  

 骨髄移植には大量の抗腫瘍剤や放射線を使用するため、肝臓の障害は大なり小なり起こり得

ます。なかでも VOD は最も致命的な合併症です。VOD は抗腫瘍剤や放射線により肝臓の細い

血管が障害され静脈が血栓などで詰まってしまうために起こると考えられています。移植後 1

～14 日に突然発症する黄疸、肝腫大、右上腹部痛、腹水、原因不明の体重増加が主症状です。

無菌室で連日体重測定を行うのはこのためです。また著明な血小板減少症を合併し血小板輸注

はほとんど効果がありません。VOD 発症の危険因子としては、移植前から肝機能が悪い場合、

HLA 不適合の移植、再発症例の移植などで、発症率は小児では 10～15%前後と考えられていま

す。様々な治療法が試みられていますが確実な方法は現在のところなく、一度発症してしまう

と重症の場合は多臓器不全を起こし、死亡率の高い合併症です。当科ではすべての患者さんに

対して、VOD 発症の危険因子の段階に応じて予防法を実施しています。 

 

Bリンパ球増殖性疾患 ( B-cell lymphoproliferative disorder, BLPD) 

 造血幹細胞移植の際には移植前処置や免疫抑制剤の使用など抵抗力を弱める治療をおこない

ます。しかし、これにより EB ウイルスというウイルスが増殖しリンパ球の一部である B 細胞

が異常に増殖してしまい、数々の傷害を及ぼすことがあります。この合併症を BLPD といいま

す。症状は発熱、リンパ節腫大、肝臓の腫大などがありしばしば重症になります。発症の最も

多くは移植後 80 日までに発症するものです。治療は必ずしも確実な効果があるとは限りません

が、免疫抑制剤の減量または中止、あるいはドナーのリンパ球の輸注、種々の薬剤などがあり

ます。 

 

Thrombotic microangiopathy 

 訳すと微小血管塞栓というものでしょうか。略して TMA、あるいは最近 TAM ということも

あります。これは、後に記載のある急性 GVHDの治療中に発現する病態です。特に腸の GVHD

で下痢がひどく治療中に GVHD が TMA になっていくということがしばしばあります。すなわ

ち、症状としては主に下痢です。特徴的なのは水のような下痢の中にmucosal castとよばれる

腸管の粘膜がはがれた抜け殻のようなものが出てくることとされています。さらに溶血も伴い

血小板の輸注にも不応になることが知られています。時に中枢神経の症状をあらわすともいわ

れています。診断には大腸ファーバーによる検査、および生検(一部かじってきて病理検査を行

うこと)ですが、小児ではなかなか難しいのが現状です。いろいろな診断基準がありますが、必

ずしも臨床現場に即しているかというとそうでないのが現状です。TMA の治療は GVHD のた
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めに使用していた免疫抑制剤を減らすことです。GVHDとは正反対の治療となりますので決断

が難しいことが多いのです。 

 

その他の合併症 

 その他に間質性肺炎や出血性膀胱炎などが、ときにみられます。間質性肺炎は咳や呼吸困難

が症状として現れるものでサイトメガロウイルスや真菌が原因となりますが原因を特定できな

いときも比較的多いようです。治療としてはステロイドホルモンによるパルス療法をおこなっ

たり、ウイルスや他の病原体に対する治療を行います。一方、出血性膀胱炎はおもにアデノウ

イルスというウイルスにより引き起こされます。膀胱炎の症状は排尿時の痛みや頻尿などです

が出血性膀胱炎の際にはあきらかに赤い尿がでます。このウイルスを駆除する薬は現在のとこ

ろありませんので膀胱内に管を入れて洗浄することもおこなわれます。また、生着症候群とい

って白血球が増えてくるときにいろんな物質が体の中で生成されるためにおきる病気がありま

す。この病気では全身のむくみがみられ、ときに重篤な呼吸困難を引き起こします。 
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12. GVHD（移植片対宿主病） 

 

GVHDとは 

 GVHD は graft versus host disease の頭文字をとった略語です。GVHD は日本語で「移植片対宿

主病」と訳されますが、日本語の「移植片・・・」よりも英語の略語である「GVHD」のまま

で使用されることが一般的です。 

GVHD はドナー(提供者)の骨髄液中に含まれるリンパ球が患者さんの身体を攻撃することに

より起こるさまざまな病態のことをいいます。そもそも、リンパ球はその持ち主の身体を外敵

や異物から守るためにあります。移植により患者さんの身体の中にはいったドナーのリンパ球

が、患者さんの身体を自分自身とはみなさず、異物と認識することにより、GVHD は起こりま

す。すなわち、拒絶が患者さんのリンパ球がドナーの骨髄細胞を排除する反応であったのとは

逆の反応が GVHD です。この GVHD は HLA の違いがその発症頻度や重症度などに影響するた

め、一般に骨髄移植では HLA の一致した人から骨髄をもらうことが GVHD 発症を最小限にす

るために重要です。 

GVHDには移植後 60日頃までにおきる急性GVHDと 100日以降におきる慢性GVHDにわけ

られ、それぞれに特徴的な病像をとります。 

 

急性 GVHD 

 急性 GVHD は移植後 60 日頃までにおきるものをいいますが、ほとんどが移植後 6 日から 30

日までの間に発症します。HLA が不一致の場合やバンクからの提供の場合は、発症時期も早く

重症化しやすくなります。あらゆる臓器が攻撃の対象となり得るのですが、実際には皮膚、消

化管、肝臓の三つの臓器の障害が中心となります。通常は皮膚症状が先行し、消化管症状、肝

臓の症状の順に出現する場合が多いようです。 

 皮膚症状は赤い斑点が手のひらや足の裏を中心に出現しピリピリしたり、痛がゆくなります.。

重症化してゆくと次第に全身に広がります。重症化するとひとつひとつの斑点が大きくなり、

くっついていくようになります。さらに重症化すると全身がやけどしたように真っ赤になり、

水ぶくれしてはがれていきます。 

 消化管症状は主に水のような下痢の症状です。1 日の下痢の量が多いほど重症です。GVHD

の下痢は血液中の蛋白質を急速に奪っていきます。病原体と戦う蛋白質も下痢に奪われるので

重症例ほど感染しやすくなります。 
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 肝臓の症状は主に黄疸です。体が黄色くなる黄疸はビリルビンという物質の量で決められま

すが、これが多いほど重症です。 

 これらの三臓器の障害の程度によって急性 GVHD の重症度が診断されます。重症の急性

GVHD を発症した場合は生命も危険になります。 

 

以下の病期に基づいて重症度が決められます。 

Ⅰ度: 皮膚のみの症状で、下痢や黄疸はない。 

Ⅱ度: 皮膚に加え、下痢もしくは黄疸が軽度にある。 

Ⅲ度: 皮膚症状は強く、下痢や黄疸の程度も強くなる。 

Ⅳ度: すべての症状が極度となり、全身状態が悪化する。 

 

慢性 GVHD 

 急性 GVHD のように症状が特定の臓器に集中することは少なくなり、すべての臓器に起こり

ます。重症の急性 GVHD をおこした場合や、急性 GVHD をおこしやすいドナー(HLA 不一致や

非血縁者など)からの移植の場合は慢性 GVHD を発症する可能性が高くなります。急性 GVHD

に引き続いて発症するもの、急性 GVHD が一旦終息した後から発症するもの、急性 GVHD の

明らかな症状がなく慢性 GVHD を発症するものなどさまざまな発症タイプがあります。 

前述のようにあらゆる臓器に起こりますが、皮膚、肝臓、唾液腺や涙腺などの外分泌腺、肺、

筋肉、関節などにおこることが多いようです。 

皮膚はかゆくなったり、赤い斑点が出たり、乾燥したようになり、ひどくなると全身に拡大

し、硬く、ちぢんだ皮膚になります。 

 肝臓は、胆汁がうまく流れないため黄疸を呈したり、肝臓の細胞がこわされたり、長期にわ

たって破壊と再生をくりかえす慢性肝炎のような症状をとったりします。 

 外分泌腺障害は唾液腺分泌障害により唾液がうまく出せず、口腔乾燥、嚥下困難となり、ひ

どくなると口腔や舌の粘膜が赤くただれたり、苔のような変化が出てきます。カレーのような

刺激の強い食べ物でしみるようになることもあります。涙腺分泌障害では涙が出ず眼球が乾燥

してかゆくなったり、角膜が障害されたりします。女性では膣粘膜の炎症・乾燥・癒着をおこ

すこともあります。 

 筋肉や関節の症状は、重症の症状のひとつです。筋肉や筋肉と骨をつなぐ腱、関節をサポー

トする靭帯が硬くなり、動かしづらくなり、皮膚の硬化・萎縮と相まって関節や筋肉がうまく
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動かせなくなったり、関節が痛くなったり関節がこわれたり、ひどくなると日常生活が障害さ

れることもあります。 

 肺の慢性 GVHD はまれですが重症の症状のひとつです。肺が硬くなりうまくふくらまないた

め、呼吸困難となり、息苦しくなります。さらに肺は感染をおこしやすい臓器でもあるため、

感染が加わるとさらに呼吸が苦しくなり生命の危険も伴うことがあります。 

                        

GVHDの予防 

 前述のように自分以外の人から骨髄をもらう場合は全て GVHD がおこりうるものと考えて

予防します。先に述べましたように、GVHD は白血球のなかのリンパ球がひきおこす免疫反応

なので、この反応を抑制する免疫抑制剤を使用します。 

 免疫抑制剤の使用方法は様々ですが、兄弟間の移植などの場合に標準的な方法は移植前日か

らのシクロスポリン(商品名サンディミュン、ネオーラル)という免疫抑制剤の点滴と、移植後

1, 3, 6, 11 日目にメソトレキセート(商品名メソトレキセート)という免疫抑制剤の注射を組み合

わせて行います。シクロスポリンは腎臓の機能を障害する副作用があり、血液中の薬の濃度を

測定しながら患者さんひとりひとりに適切な量を決めて使用します。メソトレキセートは口腔

や消化管の粘膜をただれさせたり、肝臓の機能を障害する副作用があり、これらの副作用に注

意しながら使用します。免疫抑制剤は内服できるようになったら注射薬から飲み薬に変わりま

す。内服を怠ってしまう患者さんがまれにいます。内服を怠ったために致死的な GVHD を発症

してしまった人もいますので、指示通りきちんと内服することが重要です。 

 一方、骨髄バンクを通じた移植の際には、最近シクロスポリンの代わりにタクロリムス(商品

名プログラフ)を 1 日中点滴で使用されるようになり効果を上げています。タクロリムスはシク

ロスポリンに比べ免疫抑制作用が強く GVHD の予防効果に優れています。しかしながら、副作

用である腎臓の機能の障害も強いため、より注意が必要になります。さらに、シクロスポリン・

タクロリムスとも、まれに神経症状(痙攣など)のあらわれる脳症を引き起こすことが報告され

ており注意しなければなりません。 
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 臍帯血幹細胞移植の際には生着不全が懸念されることからメソトレキセートを使わず、代わ

りにメチルプレドニゾロンの内服を行う方法が用いられています。 

 また、移植の種類に関わらずあらかじめ重症の GVHD が予想される場合には抗リンパ球グロ

ブリン(ALG/ATG)を移植前に使用することがあります。 

 

GVHDの治療 

 急性 GVHD は軽症の場合は治療の必要がありません。しかし中等症から重症の急性 GVHD

をおこした場合には治療する必要があります。通常はステロイドホルモン(商品名プレドニンあ

るいはソルメドロール)を中心とした治療で対応します。無効の場合はタクロリムスなど他の強

力な免疫抑制剤の投与が試みられますが、コントロール困難な重症 GVHD をおこした場合は極

めて生命が危険な状態となります。 

 慢性 GVHD の治療もシクロスポリンやステロイドホルモンを中心とした治療が行われます。

効果不十分の時にはタクロリムス、アザチオプリン、サリドマイドなど他の免疫抑制剤も使用

されます。皮膚症状や筋肉・関節症状が中心の場合は病変部に紫外線をあてることもあります。

肺などの重症慢性 GVHD の場合は治療が困難であることも少なくありませんが、多くは 1 年以

内、長くても 2～3 年でこれら免疫抑制剤を漸減、中止できることが多いようです。 

 重症 GVHD をおこした場合は GVHD 自体の臓器障害による生命の危険があります。それに

加えて、治療として使用している免疫抑制剤により重い感染症の危険が高くなります。感染症

の合併は GVHD 自体を悪くすることもあり、GVHD の予防・治療中は感染予防はとても重要で

す。 

 

GVHDにもいいことがある? 

 GVHD は患者さんにとって悪いことばかりではありません。白血病などでは GVHD が腫瘍細

胞の再発を抑える働きがあるらしい、といわれています。つまり、患者さんの身体に向けてお

こっている GVHD の反応が患者さんの腫瘍細胞に対しても向けられ、腫瘍細胞根絶に対し

GVHD が貢献している、というわけです。この効果は GVL(graft versus leukemia、宿主片対白血

病)効果と呼ばれています。この GVL 効果に期待して軽い GVHD を誘導しようとする試みもさ

れています。例えば、移植後再発の早期には免疫抑制剤を中止したりドナーのリンパ球を入れ

ることにより GVL 効果が得られ再度寛解に至ることがしばしば経験されます。また、最近では

固形腫瘍(神経芽細胞腫などの固形ガン)に対しても効果がある可能性が考えられています。し
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かし、再生不良性貧血や先天性免疫不全症などにおいては GVHD が起こってもほとんど全く利

点はありません。(ただし混合キメラ(→28P)がおきにくくなる利点も考えられています) 

 いかにうまく GVHD を予防し、治療し、そして軽く誘導するか、またそれに伴う免疫抑制状

態の感染予防が重要となりますが、現在の医療ではそれらを自由自在に操ることはできません。

GVHD がどの程度重症化するのか、またいつ発症しどんな症状となるのかは、HLA の一致の程

度などによってある程度予想はできますが、実際は移植をやってみなければわからないのが現

状です。しかし GVHD をどのようにうまく操作するか、については多くの医師や研究者が日々

研究を続けており、今後そのメカニズムが解明され、よりよい GVHD 対策が出現してくること

が期待されています。 
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13. 晩期障害と再発 

 

造血幹細胞移植の本来の目的は、白血病などの癌では腫瘍細胞の根絶であり、再生不良性貧

血や免疫不全症などでは足りない細胞を補うことです。その目的が達成されたとしても、小児

に移植をおこなった場合には長期的な問題点があります。それは、身長の伸びが悪くなったり、

知能に障害がでたり、癌の発病率が高まったり、あるいはかなり先の話ですが子供ができるか

どうかという問題もでてきます。特に移植の前処置に放射線を使用した場合には、身長や知能

の面の心配が強くなります。ですから、放射線をできるだけ使わないで骨髄移植をおこうなう

ようになりつつありますが、やはり見通しの良くない病気では現在でも放射線を使わざるを得

ない状況です。また、子供ができるかどうかという問題は、移植をしたときに成人である場合

はほぼ明らかになりつつありますが、小児で骨髄移植を行った場合にはどうなるかというはっ

きりしたデータは今のところありません。もちろん個人差もあるでしょうが、今のところ子供

ができない可能性があるとしか申し上げられません。また、癌の発病率が高くなるお話は、二

次性癌と呼ばれ最近注目されています。これは、骨髄移植そのものというよりも移植前処置に

使用した放射線や抗癌剤が悪影響を及ぼすようです。現在のところ、骨髄移植という治療が軌

道に乗ってからの期間がまだ十分でないため明らかでない面が多いのが現状です。 

骨髄移植が無事終了すると、一番心配なのは再発です。白血病などの癌でなくても、移植後

にもともとの病気がでてきてしまうこともあるのです。移植を終えて外来通院になったときに、

よく”いつになったら、治ったといえるのでしょうか?”という質問をされることがあります。残

念ながら、今の時点でははっきりしたお答えはできません。しかし、再発は移植後 6 ヵ月～1

年がもっとも多く、時間がたてばたつほど再発の危険性は少なくなります。落ち着かない日々

が続くかと思いますが、ご両親と同じように我々も再発のないことを祈っています。 
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14. 退院後の生活 

 

退院直後の時期はリンパ球の機能がもっとも低下しており、そのほかの白血球の機能も低下

しています。多くの感染症の原因となる病原体は、自分の身体の中から出てくるのですが、他

の患者さんから移ることもあります。そこで、しばらくは人混みの中には出かけないように注

意してください。やむを得ず外出するときはマスクを使用することをお勧めします。特に病院

を受診するときは必ずマスクをしてください。また、外出するときは(特に慢性 GVHD のある

患者さんの場合)直射日光に注意してください。それにより慢性 GVHD が悪化することがあり

ます。 

通学は、ある程度退院から時間がたってから可能となりますが、はじめは午前中のみ登校し

てみて学校になれるようにします。2～3 週間したら、午後の授業も普通に受けて下さい。体育

の授業はしばらく見学してもらいますが、6 ヵ月頃から徐々に参加するようにしましょう。1

年後くらいにはすべての制限が必要なくなります。 

退院しても、しばらくは服薬が必要となります。もちろん慢性 GVHD のあるなしでちがいま

すが、シクロスポリン(サンディミュン、ネオーラル)はゆっくりと減らしていきます。退院の

際には減量の予定をお渡ししますが、量をまちがえないように、また大事な薬ですので飲み忘

れたり、飲むのをやめてしまったりしないでください。せっかくそれまでうまくいっていたも

のが台無しになってしまうことがあります。また、カリニ肺炎の予防に ST 合剤(バクタ)をお渡

しします。1 週間のうち 3 日間のみ飲んでいただきますが、これも忘れないようにお願いしま

す。バクタは外来で検査の結果を見て 6 ヵ月～1 年で中止します。 

また、予防注射の効果は薄れてしまうことが多く、多くの場合は移植後 1 年以降に再接種し

ていただきます。 
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15.骨髄非破壊的移植について 

そもそも骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血幹細胞移植などの造血幹細胞移植は、放射線

や抗癌剤の大量投与により骨髄を再生不能なまでに破壊して、造血幹細胞を輸注し新しい芽を

出させるという方法が元来とられていました。ところが、graft-versus-leukemia (GVL)効果の考

え方やドナーリンパ球輸注療法(donor lymphocyte infusion, DLI)の有効性により免疫作用によっ

ても移植治療か可能である可能性が考えられ、この骨髄非破壊的移植が行われるようになりま

した。骨髄非破壊的移植は、フルダラビンなどの新たな薬剤の使用によるところが大きく、当

初「ミニ移植」ともよばれていた。最近は reduced intensity conditioning による stem cell 

transplantation の略称である RIST という言葉が頻繁に使用されていています。 

 当初は、移植の適応でなかった一般状態の不良な患者や 55 歳以上の患者などの内科領域の患

者に応用され、広く用いられるようになりました。しかしながら、腫瘍性疾患では大量の抗癌

剤もしくは放射線治療による前処置と GVL 効果が移植における腫瘍細胞撲滅効果の両輪と考

えられていただけに、再発が懸念されます。一方で、移植による合併症が成人に比べ比較的少

ない小児科領域では感染症を合併した患者などに限られて行われていました。しかしながら、

造血幹細胞移植後の長期生存例が多くみられるようになり二次性癌や晩期障害、特に移植後遺

症による内分泌障害が想像以上に多いことから骨髄非破壊的移植を選択する症例が増えつつあ

ります。また、小児においては免疫不全症や代謝疾患といった非腫瘍性疾患が比較的多く、こ

れらの疾患では再発の懸念がないため、骨髄非破壊的移植の拡大に拍車がかかっています。 

今後、小児において非腫瘍性疾患には広く応用されることは間違いないものと考えられます

が、疾患ごとにどのような前処置を選択するか、混合キメラをどのように評価してどう治療す

るかが課題となります。一方、腫瘍性疾患においては後遺症を重視して骨髄非破壊的移植を選

択した結果、原病が再発しては本末転倒ですので、いまだ適応は明らかではありません。 

キメラとは 

 移植後は血を作る細胞はドナーからのもので、その他の体を構成する細胞は自分の

ものという 2 人由来のものが一緒に体に共存する状態になります。このような状態を

キメラといいます。血液の細胞がすべて 100%ドナー由来である場合を完全キメラと

呼び、この状態が移植の目標です。一方、元々の自分の細胞も血液の中に残っている

場合には混合キメラと呼ばれます。白血病などの腫瘍性疾患では混合キメラは再発に

直接結びつきます。しかし、免疫異常などの非腫瘍性疾患ではドナーの細胞が少しで

も生きていてくれれば病状が改善することがわかっています。しかし、ずっと混合キ

メラが維持できるかどうかは問題です。時間がたつにつれて自分の細胞が息を吹き返

して割合が増えてくることもしばしば経験されます。 
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16. 骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血幹細胞移植のちがいとその選択 

 

 骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血幹細胞移植にはそれぞれ長所、短所があります。まず、

ドナー(提供者)の点からみてみましょう。骨髄移植のドナーは全身麻酔をかけて骨髄を採取し

なければなりません。採取した後は腰の痛みが残るのが一般的です。末梢血幹細胞移植のドナ

ーは麻酔の必要はありません。しかし、太い点滴を 2 本入れなければなりません。臍帯血幹細

胞移植のドナーは産まれてきた赤ちゃんですが、臍帯血を採取するときには赤ちゃんは違う場

所にいるわけで全く負担はありません。 

 では、移植した場合のことを考えてみましょう。幹細胞の成熟度は末梢血・骨髄・臍帯血の

順に幼弱になるとされています。一般的に成熟している方が移植してからの回復が早く、また

GVHD が起きやすいとされています。実際に移植後の回復は早い順に末梢血・骨髄・臍帯血で、

特に血小板の回復は臍帯血では遅れるとされています。では GVHD はどうでしょう?末梢血幹

細胞移植はリンパ球が多く含まれることもあり GVHD が強く現れることが懸念されていまし

た。最近の報告では急性 GVHD に関しては骨髄移植と差はなく、慢性 GVHD に関しては多い

という結論になりつつあります。一方で、臍帯血幹細胞移植の GVHD の発現が少ないことはほ

ぼ間違いなく(あるいは発現してもコントロールしやすい)、現在は臍帯血バンクでは 4/6のHLA

適合度でも提供を許可しています。しかし、逆に GVHD がでやすいということは GVL 効果に

より再発を抑止しやすい、GVHD がでにくいということは GVL 効果は少ないということにな

ります。 

 どのようにして、移植するものをきめるのでしょう?ドナーがご家族の場合は骨髄か末梢血か

の選択になると思います(タイミング良く赤ちゃんが産まれたら臍帯血という選択肢もありま

すが)。現在、骨髄がいいのか末梢血がいいのかという結論はまだでていません。骨髄採取の時

の麻酔の危険性、末梢血採取の時の G-CSF の安全性、GVHD の発現の可能性、GVL 効果など

を考えて結論を出していきましょう。 

 ドナーがご家族にいなくてバンクに登録しなければならないときには骨髄と臍帯血という選

択肢になるでしょう(末梢血のバンクというのは現在まだ存在しません。)。臍帯血バンクのメ

リットは登録から供給までがきわめて短いということでしょう。原則的にどの臍帯血バンクも

骨髄バンクにドナーがいないということを登録の条件としていますが、移植をどうしても急ぎ

たいときは臍帯血を選択することが多くなるでしょう。臍帯血幹細胞移植は GVHD が少ないた

めに GVL 効果も弱い可能性が考えられます。そうしますと再発しやすい白血病の患者さんなど

では臍帯血は選択しにくい状況となるでしょう。また臍帯血を選びたくても体重が多いとなか
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なか難しいでしょう。これらの状況を総合的に考えていきましょう。臍帯血の場合には臍帯血

の持ち主(?)であるところの新生児が代謝異常等の生まれつきの疾患を持っていないかどうか

が問題となることも考えておかなければなりません。 

 

 

3種類の移植のまとめ 

 BMT PBSCT CBSCT 

ドナーの痛み ++ + - 

ドナーの麻酔 要 不要 不要 

 

造血機能回復 中 早い 遅い 

GVHD発現 + ++? ± 

GVL効果 + + ±   
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17. 自家移植 

 

 今までは、他の人から造血幹細胞をもらう方法について述べてきました。しかし、自分の細

胞をとっておいて移植に使う自家移植という考え方は以前からあります。この自家移植には自

家骨髄移植と自家末梢血幹細胞移植があり、今のところ自分の臍帯血をとっておいて移植に使

うという方法はまだ行われていません。造血幹細胞移植の目的は前にも述べましたように正常

の骨髄に置き換えることと大量の抗癌剤や放射線で腫瘍細胞を根こそぎにしてしまうことです。

自家移植は自分の骨髄や末梢血を使うのですから骨髄を置き換えるという意味合いはほとんど

ありません。では、どのような意味合いがあるのでしょう?体の組織の中で抗癌剤にもっとも弱

いのは骨髄です。普通に行われる抗癌剤を用いた化学療法は骨髄が回復できる量に制限されて

います。量を増やしすぎると白血球がいつまでも増えてこないため感染症を引き起こし命に関

わることがあります。自家移植ではこの骨髄の制限をはずすことによって、もっと多い量の抗

癌剤や放射線療法を一度に投与して体の隅々まで行き届くようにするという考えの治療なので

す。ですから、自家移植は普通の化学療法の量を増やしたものという考え方もできるでしょう。

自家移植では自分の細胞を使用するために HLA の適合性は無関係ですし重大な合併症である

GVHD の対策が不要です。しかし、逆に GVL 効果もなくなるわけですから再発が心配になる

わけです。自家移植が適応となる病気は、主に骨髄に転移のない固形ガンです。また、急性骨

髄性白血病でも自家骨髄移植が有効という報告があり、現在検討されています。 
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18. 骨髄バンク・臍帯血バンクについて 

 

骨髄バンク 

骨髄バンクは兄弟やご両親といった血縁者で骨髄移植の HLA 適合ドナーが得られない患者

さんのためにできました。平成 3 年 12 月に骨髄移植推進財団が設立され、平成 4 年 1 月よりド

ナー登録が開始されました。平成 10 年 1 月の時点でドナー登録者は目標の 10 万人に達してい

ます。この 10 万人の登録があれば、骨髄移植を必要とする患者さんの 90%にドナーが見つけら

れると計算されています。 

骨髄バンクに登録できる患者さんは血縁者に HLA 一致者のいない重症再生不良性貧血・慢性

骨髄性白血病(慢性期～移行期)・骨髄異形成症候群・急性白血病(寛解期)・白血病化悪性リンパ

腫・先天性免疫不全症・先天性代謝異常疾患の方です。登録患者さんと HLA 型が一致するドナ

ー候補者の方が見つかりますと、そのドナー候補者のコーディネートを担当するコーディネー

ターが決められます。コーディネーターがドナー候補者の方の骨髄提供意思を確認し、患者さ

んとドナー候補者の方との間の DNA 検査を行います。DNA 検査の際に念のため HLA 型の再

検査を行います。これは、登録時の HLA 検査が異なった検査機関で行われた場合に、結果の判

定に微妙な差を生じるおそれがあるため、最終的に同一検査機関で同一検査方法により判定を

確認する必要があるためです。また、ドナー候補者の方が骨髄採取や麻酔に支障がないことを

確認するために、DNA 検査や HLA 確認検査と同時に一般的な血液検査を行います。DNA 検査

の結果などを参考にして最終的なドナー候補者が選ばれますと、その方の最終意思確認とご家

族の同意の確認を行います。両者の確認により骨髄提供が決定されますと、患者さんの骨髄移

植の予定を移植病院で検討することになります。このような経過をたどるため、バンクに登録

してから移植に至るまでには平均 6 ヵ月くらいの期間を要することとなります。6 ヶ月という

期間は長いのですが、ボランティアの方であるドナーの骨髄をいただくための同意に必要な期

間ですのでやむを得ない面があります。しかし、より短くするよう努力はされています。 

骨髄バンクは厚生労働省の指導と援助、民間からの寄付などによって運営されています。し

かし、コーディネート費用、HLA 検査、DNA 検査、一般検査などに要する費用については、

患者さんご自身にもご負担いただかねばなりません。また、骨髄採取施設からの運搬は移植施

設の医師が行うのが普通ですが、これにかかる費用も自己負担(後で保険請求可能です)となり

ます。まれに、採取施設の個室が差額ベッドとなっておりドナーが個室に入院する場合には、

差額ベッドの料金をご負担いただくこともあります(私立の大学病院などでは 1日 3万円のとこ

ろもあるようです)。登録から移植までに要する費用は次の通りです。 
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確認検査費用(ドナー候補者との確認検査を実施したとき) 

 患者本人の検査 42,000 円 

 ドナー一般血液検査(1 人につき) 5,000 円 

 ドナー確認検査手数料(1 人につき) 3,000 円 

最終同意等調整料 41,000 円 

ドナー団体障害保険料(骨髄移植が決定したとき) 25,000 円 

採取・フォローアップ調整料(骨髄移植が決定したとき) 49,000 円 

注:ドナーの方が個室を利用された場合には、その個室料金が患者さんの負担となることがあります。 

  骨髄運搬および運搬者の宿泊(遠隔地の場合)に要する費用は患者さんの負担となります。 

         金額は変更されることがあります。 

 

 

 

臍帯血バンク 

日本では、日本赤十字社北海道・東京・日本赤十字社関東甲信越・東海大学・中部・日本赤

十字社近畿・日本赤十字社兵庫・日本赤十字社九州の各臍帯血バンクが日本臍帯血バンクネッ

トワークとして動き出し臍帯血を全国に供給できる体制が整っています。実際にはインターネ

ット上でも HLA 型と体重を入力すると検索が可能となっています。しかしながら、実際の登録

は認定施設に限られています。実際には申し込み後、移植適応の確認が判定委員会にてなされ

許可された後に、臍帯血のチェックが行われ実際の搬送の手続きに移ります。臍帯血の搬送は

バンクにより様々な方法があり、移植施設が運ぶ場合、臍帯血バンクが搬送する場合、運送業

者にて搬送される場合とありますが、いずれの場合も運送費用は患者さんの負担となります。

搬送に際しては、運送業者を利用する以外は航空機の利用となりますが臍帯血運搬容器をおく

ための座席を確保しなければならないシステムとなっている点もご了承下さい。 
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19. 費用の負担について 

 

造血幹細胞移植というと数百万円の負担がかかるというイメージがあるようですが、それは

誤りです。基本的には骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血幹細胞移植とも保険適用になって

おりますので、原則としてご家族にご負担いただくことはありません。しかし、無菌室での無

菌を保つために用意していただかなければならないものがあり、これは自己負担となります。

例えば、無菌室内で使用するティッシュやオムツ(大きな児でも下痢がひどくてオムツを使うこ

ともあります)などもあらかじめ用意していただき滅菌しておかなければなりません。また、病

院で行った HLA の検査に関しても移植になった場合には本人とドナーの分は保険で請求され

ますが、HLA が合わなかった場合には、本人請求となります(1 人につき 25,000 円くらいです)。 

骨髄バンクや臍帯血バンクを使用した場合には、この他にバンクより請求される費用に加え、

先にも述べましたが骨髄運搬および運搬者の宿泊(遠隔地の場合)に要する費用は患者さんの負

担となります。さらに、ドナーの方が差額ベッドの個室を利用された場合には、その個室料金

が患者さんの負担となることがあります(この請求は移植が終わってから、しばらくして請求さ

れることがあります)。 
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20. 最後に 

 

いろいろ説明しましたが、合併症についての記載が特に多いため"造血幹細胞移植は恐ろしい

ものなんだ。"とお考えになっていることと思います。今回のパンフレットは造血幹細胞移植に

関しておこりうること、という面で作ったため幅広くいろんな事を説明しました。もちろん、

すべての合併症がおこるわけではありませんし、全く合併症なく経過する人もたくさんいます。

また、移植の後がすべてバラ色というわけでもありません。無菌室の中で命がかかるような合

併症が出る人も多くいます。ただ、大事なことはいくつかの合併症はお薬をきちんと内服する

ことでかなり予防できる可能性が高まるということです。きっと無菌室に入ると、つらいこと

が多いためどうしても投げやりになってしまうことが起きるかもしれません。確かに造血幹細

胞移植は命がけの治療です。でも、がんばって内服やうがいなどをきちんとするときっと報わ

れるということを考えていただければ、と思います。元気になって退院できる日をご両親とと

もにスタッフもまた心待ちにしています。 
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造血幹細胞移植に関する同意書 

 

                            札幌北楡病院長殿 

 

1. 造血幹細胞移植および HLA に関わることについて 

2. 移植の準備と中心静脈カテーテル挿入について 

3. 移植前処置と副作用について 

4. ドナーの採取方法と危険性について 

5. 血液型が異なる輸血を行う可能性について 

6. 無菌室と感染症の可能性について 

7. 移植後の合併症について 

8. 再発と晩期障害の可能性について 

 

 

私たちは造血幹細胞移植について上記の事項について担当医師        より説明文

書を用いて説明を受け、十分に理解しました。 

つきましては、造血幹細胞移植を受けることに同意します。また、一旦同意した場合でも、

自由に同意を撤回することができることも了解しました。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

氏名(本人)                          

氏名(代諾者)                        (続柄      ) 

住 所                                     

説明者の氏名                         


