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�．背景
　同種末梢血幹細胞移植（allo-PBSCT）は，わが国では 1990 年代後半になって積極的な臨

床応用が進み，2000 年４月の診療報酬改正で同種末梢血幹細胞移植の健康保険適用が承認

された。これに合わせて日本造血細胞移植学会は，2000 年４月１日「同種末梢血幹細胞移

植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞の動員・採取に関するガイドライン」を公表

し，ドナーの短期・長期の安全性追跡調査のためのドナー登録制度を開始した。一方，血

縁ドナーからの末梢血幹細胞（PBSC）採取において，アフェレーシス中に grade 4（WHO

基準）の有害事象（心停止）が発生した事例（2000 年３月下旬発生）を受けて，日本造血細

胞移植学会は日本輸血学会に協力を依頼し，両学会と合同で末梢血幹細胞採取に関するガ

イドライン委員会を設置し，ガイドラインを改訂した（2000 年７月 21 日　第２版）。

　2000 年４月からスタートした日本造血細胞移植学会のドナー登録制度では，2014 年３月

末までに 11,304 例のドナーが登録され，113 例の短期有害事象が報告されている。また，

わが国では顆粒球コロニー刺激因子（granulocyte-colony stimulating factor：G-CSF）の

投与を受けた血縁ドナーにおける急性骨髄性白血病（G-CSF 投与後 14 カ月）の発症が報告

された。このように，PBSCの動員・採取は全身麻酔下の骨髄採取に比べて簡便ではある

が，決して安全性が高いとはいえない。近年，骨髄非破壊的同種造血幹細胞移植の開発に

より高齢患者の適応が拡大し，高齢ドナーの増加に対応してドナーの適格基準を見直し，

2003 年４月 21 日に改訂を行った（改訂第３版）。2010 年６月 30 日には非血縁者間 allo-

PBSCTの実施が認められたため，非血縁ドナーの安全性確保のために施設条件や処理上

限量などの改訂を行った（改訂第４版）。

　2013 年１月，日本造血細胞移植学会は「G-CSF のバイオシミラー（BS）を健常人からの

末梢血幹細胞動員・採取に用いるに当たっての，日本造血細胞移植学会の見解」を発表し

た。本声明は，BSが健常人ドナーを対象とした治験が行われなかったにもかかわらず，

PBSC採取目的での健常人ドナーへの投与も含まれていることに対し，先行G-CSFと同様
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の安全性確認を行うことが望ましいとしたものである。すなわち，BSの健常人ドナーへ

の投与は，先ず血縁ドナーにおいて開始し，全例を本学会のドナー事前登録，フォローアッ

プを行って短期，中長期安全性を確認した後に非血縁ボランティアドナーに拡大する。今

回，血縁ドナーからのBSを用いた PBSC採取における安全性確保のため，さらなる改訂

を行った（改訂第５版）。

�．目的
　健常なドナーから，移植後の生着に必要な十分量のPBSCを安全に採取するために，G-

CSF投与によるPBSCの動員およびアフェレーシスによるPBSC採取に関する基準をガイ

ドラインとして示す。このガイドラインは，あくまでも基準を指針として示すもので，規

制するものではない。また，G-CSF による PBSC動員やアフェレーシスによるPBSC採

取の具体的な作業基準（マニュアル）については，各施設で作業基準書を作成することを推

奨する。

�．インフォームドコンセント
　G-CSF 投与による PBSCの動員およびアフェレーシスによるPBSC採取を受ける予定

のドナーに対して，同種骨髄移植の代替法としての allo-PBSCTの概略を説明した上で，

G-CSF 投与およびアフェレーシスの目的，方法，危険性と安全性について詳しく説明し，

文書による同意を得る。未成年者をドナーとする場合は，保護者からのインフォームドコ

ンセントと本人からのインフォームドコンセントが必要である。

　なお，同意書には以下の事項を含むものとする。

・同種造血幹細胞移植について，PBSCTおよび骨髄移植の特徴，長所および短所につき，

充分な説明を受け理解したこと。

・G-CSF 投与に伴って有害事象が生じうること。

・PBSC採取および骨髄採取について，十分な説明を受け理解したこと。

・確実な採血ルートを確保するために，深部静脈へのカテーテル挿入がありうること。

・十分量の PBSCが採取できない場合，PBSC採取の中止あるいは，血縁ドナーでは全身

麻酔下の骨髄採取が必要となる場合がありうること。
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�．実施施設の適格性

１．施設の体制

１）責任体制の整備

　健常人ドナーにおけるPBSCの動員・採取に伴う危険性を実施施設として認識し，健常

人ドナーからのPBSCの動員・採取に関する責任医師を任命して責任体制を明確にするこ

と。

２）輸血療法委員会の設置

　PBSC採取は一種の院内採血であることから，厚生労働省「輸血療法の実施に関する指

針」に示されている院内輸血療法委員会を設置し，輸血責任医師を置くこと。

３）採取実施施設の条件

� PBSC 採取を少なくとも 30 例以上実行した経験を有する医師が確保されているこ

と。あるいはPBSC採取を 10 例以上実行した経験を有する医師が確保され，かつ，

施設として少なくともPBSC採取を 30 回以上実行した経験を有すること。非血縁者

からの採取施設の認定基準は日本骨髄バンクの規定に従う。

� 日本輸血・細胞学会認定医の指導・監督の下にアフェレーシスを実施できる日本輸

血・細胞学会認定施設が望ましい。

� 迅速に CD34 陽性細胞数が測定できる体制が確立されていること。

２．実施体制

１）スタッフ

　ドナーの安全性確保の観点から，移植患者の主治医とは別の医師がドナーの主治医を担

当し，ドナーの安全性を最優先し，PBSCの動員・採取に当たることを原則とする。アフェ

レーシスによる末梢血幹細胞採取中は，少なくとも１名の医療スタッフ（医師，看護師，

臨床工学技士など）による常時監視体制が整っていること。

２）緊急時の体制

　採取中のドナーの容態急変に備えて心電図・酸素飽和度モニター，酸素ボンベ（または

配管），蘇生セット，救急医療品が整備され，迅速に救急措置ができる医師が常に確保さ

れていること。

３）採取環境

　ドナーが数時間に及ぶアフェレーシスの間，快適に過ごせる環境（採取専用スペース，

採取専用ベッド，毛布，テレビなど）が確保されていること。
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４）作業基準の作成

　末梢血幹細胞採取のためのアフェレーシスの作業基準（マニュアル）を，各施設の条件や

使用する血球分離装置の機種に合わせて作業手順書として作成しておくこと。

５）採取記録の保存

　アフェレーシスの全経過を正確に記録し，採取記録要旨を保存すること。また，末梢血

幹細胞を凍結保存する場合は，原則として「院内における血液細胞処理のための指針」に

従う。

�．ドナーの安全性確保

１．ドナーの年齢

　血縁ドナーの場合は 10 歳～ 60 歳とする。日本小児血液・がん学会「健常小児ドナーか

らの造血幹細胞採取に関する倫理指針」および日本造血細胞移植学会「同種末梢血幹細胞ド

ナーフォローアップ事業」の調査結果からもこの年齢基準は妥当と考えられる。61 歳以上

65 歳以下のドナー候補者については，各施設の責任により慎重に適格性を判定する。非血

縁ドナーの年齢に関しては，日本骨髄バンクの規定に従う。

２．適格性

　これまでの知見から，ドナーとしてG-CSF 投与を避け，採取を回避するケースとして，

以下の場合が考えられる。

・G-CSF に対するアレルギーのある人

・妊娠あるいは妊娠している可能性のある人

・血栓症の既往のある人

・冠動脈疾患または脳血管障害の既往のある人

・治療を必要とする心疾患，肺疾患，腎疾患，肝疾患を有する人

・治療または精密検査が必要な臨床検査値異常を有する人

　（ただし，軽度で是正可能と考えられる鉄欠乏性貧血は除く）

・自己免疫疾患を有する人

・神経疾患を有する人

・コントロール不良の高血圧を有する人

　（安静時収縮期＞ 160 mmHgまたは拡張期＞ 100 mmHg）

・コントロール不良の高脂血症を有する人

　（総コレステロール＞ 240 mg/dL，但し LDL-C ＜ 140 mg/dL を除く）
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・投薬治療が必要な糖尿病

　（空腹時血糖＞ 125 mg/dL または随時血糖＞ 200 mg/dL）を有する人

・脾腫を認める人

・白血球増多，血小板増多など骨髄増殖性疾患が疑われる人

・間質性肺炎を合併あるいは既往として有する人

・悪性腫瘍の既往

３．ドナー候補者の適格性チェック

　責任医師がドナー候補者に対して充分な問診と診察（血圧，脈拍，体温呼吸数などのバ

イタルサインチェック），さらに同種骨髄移植ドナーに実施されている採取前検査（ECG，

胸部Ｘ線写真，全血球計算値，生化学，感染症検査など）を実施し，日本赤十字社血液セ

ンターの血小板アフェレーシスの採取基準などを参考にしてドナーの適格性を慎重に判断

する。G-CSF による脾腫大を考慮して腹部エコーなどによる脾腫のチェックを行う。

４．第三者によるドナー候補者の適格性チェック

　ドナー候補者の適格性の判断に際しては，患者担当医やドナー担当医以外の，第三者的

な責任のある立場の医師による適格性の判断を求めることが望ましい。ドナーに何らかの

異常所見や問題点があった場合には，可能な限り適格性の判断ができる各専門領域の医師

や麻酔科医など，第三者の意見を求める。また，適格基準を外れる血縁ドナー候補者につ

いては，倫理委員会あるいは IRBの審議を経るなど，各施設の責任でより慎重にPBSC

の動員およびアフェレーシスの可否を判定する。

５．PBSC動員・採取の回数

　日本骨髄バンク「非血縁者間末梢血幹細胞採取マニュアル　暫定版」においては，PBSC

動員・採取の回数を，「導入当初はG-CSF 投与の長期的な安全性の観点から血縁・非血縁

を含めて１回のみとし，骨髄・末梢血幹細胞の提供全体については合計２回までとする」

と定めており，本ガイドラインでも同じ基準を踏襲する。なお，血縁ドナーにおいては，

国内外で回数制限の記載はないが，G-CSF の反復投与が有害事象に繋がる可能性は否定で

きず，当面は非血縁ドナーに準ずるものとする。

�．PBSCの動員
　健常人ドナーからPBSCを動員する場合，G-CSF 単独投与による方法が最も一般的であ

る。G-CSF の投与は入院，外来は問わない。日本造血細胞移植学会による「同種末梢血幹
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細胞外来採取血縁ドナー追加調査」（2008 年）では，すでに約 20％の施設でG-CSF の外来

投与が安全に行われていた。外来投与の際には，各施設でドナーが確実に担当医師，看護

師，コーディネーターなどに連絡がとれる体制をとること。

１．G-CSF 投与に関する注意

　G-CSF は皮下注で投与されるが，投与中はG-CSF 投与に伴う有害事象に留意し，発生

時には適切に対処し，重篤な場合には中止する。G-CSF 投与後はG-CSF 注射前に全血球

計算（complete blood counts：CBC）を行い，白血球 50,000/μL以上，血小板 10 万以下

になった場合は投与量を減量する。白血球数が 75,000/μL，血小板５万以下に達した場合

は投与を一旦中止する。また，投与中，ドナーに副作用が発生した場合は，状態に応じて

中止もしくは減量を検討する。

２．G-CSF の投与量

　これまで行われた dose-finding study の成績１～６）から，G-CSF の投与量が 10μg/㎏（ド

ナー体重）/日までであれば，PBSC中の CD34 陽性細胞の動員効果は投与量依存的で，G-

CSF 投与に伴う主な副作用も許容範囲であるとされる。10μg/㎏/日以上の投与では，投

与量依存的に動員効率が増大するか否かについては議論の余地があり，一方，副作用の増

加 が 指 摘 さ れ て い る３）。European Group for Blood and Marrow Transplantation

（EBMT）やNational Marrow Donor Program（NMDP）においてもG-CSF の投与量は

10μg/㎏/日が推奨されている７）。G-CSF の投与期間は４～６日間とする報告が多い。10

μg/㎏/日のG-CSF を４～６日間投与した場合，末梢血中のCD34 陽性細胞はG-CSF 投

与の５～６日目にピークに達するという報告が多い３，６，８，９）。一方，７日目以降はCD34

陽性細胞の減少が観察されており７），７日以上のG-CSF 投与は有効ではない。G-CSF 投

与に関して，１日１回投与と１日２回（朝，夕）の分割投与を比較した場合，CD34 陽性細

胞の動員効率や副作用に差がないとする報告９），差があるとする場合５）があり，一定の成績

は得られていない。

　以上より，allo-PBSCTのための PBSC動員には 10μg/㎏/日あるいは 400μg/m2/ 日

（ドナーによってはそれ以下の用量）のG-CSF を皮下投与し，４～６日目に１～２回のア

フェレーシスを実施する方法が一般的と考えられる。また，アフェレーシス開始はG-CSF

投与後４時間以降が望ましい。保険診療で認められているG-CSFの投与量はレノグラスチ

ムが 10μg/㎏/日，フィルグラスチムが 400μg/m2/ 日である。
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３．G-CSF投与に関連すると考えられる有害事象（資料〔72～ 73頁〕参照）

　G-CSF 投与に伴う短期的有害事象としては，重大なものとして，ショック，間質性肺炎

のほか，腰痛，胸痛，骨痛，背部痛，関節痛，筋肉痛，血圧低下，肝機能異常（AST，

ALT，LDH，ALP上昇），発疹，紅斑，悪心，嘔吐，発熱，頭痛，倦怠感，動悸，尿酸値

上昇，血清クレアチニン値上昇，CRP値上昇などが知られている。

　全国集計データでも，高頻度に見られる骨痛（71％）のほか，全身倦怠感（33％），頭痛

（28％），不眠（14％），食思不振（11％），悪心嘔吐（11％），などが報告されている 10）。い

ずれも G-CSF 投与終了後２～３日以内で消失するが，必要に応じて鎮痛剤（アフェレーシ

ス中の出血傾向を避けるため，アスピリン製剤以外の鎮痛剤が望ましい）などを投与する。

G-CSF 投与を中止しなければならないような重篤な有害事象はまれとされるが，これまで

心筋梗塞，脳血管障害，脾破裂などの報告例のほか，死亡例も報告されている11～ 13）。また，

G-CSF 投与に伴って急性虹彩炎，痛風性関節炎など炎症の増悪も指摘されている 14，15）。一

方，血小板減少（＜ 100,000/μL）も高頻度にみられるが，G-CSF よりはアフェレーシスの

影響が大きい。以上のように，G-CSF 投与に伴う有害事象は，多くの場合一過性であり，

許容範囲内と考えられる。小児においても，成人と同様な短期的有害事象が報告されてい

る 16）。

　最近わが国では，G-CSF 投与を受けた血縁ドナーにおける急性骨髄性白血病の発症が報

告された。日本造血細胞移植学会は「有害事象特別調査委員会」を設置し，（１）情報開示

のあり方，（２）事務局の危機管理体制，（３）善後策について検討が行われた。その結果，

今回の事例におけるG-CSF と白血病発症の因果関係については，「健常者に短期間G-CSF

を投与しただけで白血病が発症する可能性は医学的には考えられないが，完全に否定する

ことはできない」という見解が示された。その後のわが国の調査では，骨髄ドナーでの血

液腫瘍発生は２/5,921 例（白血病２例），末梢血幹細胞ドナーでは１/3,262 例（白血病１例）

で有意差はないものと考えられる（厚生労働科学研究「血縁者同種末梢血幹細胞ドナーの安

全性に関わる 5年間の調査」）。欧州造血細胞移植グループ（EBMT）の調査では血液腫瘍の

発生は骨髄ドナーで 0.40/10,000 人－年，末梢血幹細胞ドナーで 1.20/10,000 人－年であ

り，一般集団と比較し同等の発生率と考えられる11）。米国のNMDPにおける非血縁末梢

血幹細胞ドナー 2,408 例の調査でも血液腫瘍では慢性リンパ性白血病が１例，非血液がん

が 25 例発生しており，G-CSF 投与で骨髄性白血病のリスクが増大する懸念は否定的であ

る 12）。以上の結果をまとめると，10 年程度の観察ではG-CSF 使用が，がん発生を助長す

る可能性は否定的と考えられる。
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�．アフェレーシス
　アフェレーシスはリスクを伴う侵襲的手段であり，健常人ドナーの安全性確保のために

注意深くアフェレーシスを実施することが要求される。

１．PBSC採取のためのアフェレーシスに関する認識

　Allo-PBSCTのためのドナーは，PBSC動員のために高用量のG-CSF が４～６日間投与

され，採取のためのアフェレーシスでは，赤十字血液センターで実施されている血小板ア

フェレーシスに比べて，数倍の処理血液量を要する体外循環が必要とされる。したがって，

PBSC採取には成分献血以上のリスクがあることを認識する必要がある。

　全身麻酔下の骨髄採取においては，麻酔科医が移植担当医とは異なる第三者の立場で介

在しているが，PBSC採取においても同様に，輸血部医師などの第三者医師の介在が望ま

れる。さらに，採取担当医がアフェレーシスに習熟していない場合には，アフェレーシス

に伴う危険性の増大が危惧される。

２．アフェレーシスに関する注意

　アフェレーシス当日，体調について問診するとともにバイタルサインをチェックし，採

取困難な体調不良がないことを確認して採取を開始する。

　アフェレーシス前，終了直後，約１週間後にはCBC，生化学，バイタルサインのチェッ

クを行い，安全性を確認する。異常値があれば，それが正常化するまでフォローする。ま

た，アフェレーシス中はバイタルサインを定期的に監視し，記録を保存する。

　アフェレーシス終了後に血小板の異常低下がないことを確認する。なお，アフェレーシ

ス直後の血小板が 80,000/μLよりも減少した場合は，PBSC採取産物より自己多血小板血

漿を作成してドナーに輸注することが望ましい。また，このような場合は，２回目のアフェ

レーシスによるPBSC採取の中止を考慮する。

　アフェレーシス施行中に中等度，重度の有害事象が発生した場合はPBSC採取を中止す

る。

３．PBSC採取のためのアフェレーシス

　血球分離装置を用いてPBSCを採取するためには，採血および返血のための血管ルート

を確保する必要がある。静脈留置針穿刺に際しては，30 分ないし 60 分前に穿刺部位の皮

膚に貼付用局所麻酔剤を投与することで疼痛軽減を期待できる。可能な限り太い静脈ライ

ンの確保が有利であり，成人の場合，両側前肘部の静脈を用いるのが望ましい。採血側の
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血流が不安定な場合は，マンシェットを利用して更に圧迫を加えると血流の安定化が得ら

れる。ルート確保ができる血管がない場合は，大腿静脈あるいは鎖骨下など深部静脈を確

保する。鎖骨下など深部静脈の穿刺は合併症のリスクがあるため，十分な注意が必要であ

り，深部静脈穿刺に習熟した専任医師がいない場合は避けるべきである。また，採血およ

び返血ラインの確保に際しては，穿刺部位の消毒を十分に行い，細菌感染などを防止する。

　PBSC採取のための処理血液量は 150 ～ 250 mL/kg あるいは循環血液量の２～３倍が

一般的で，血流速度 50 ～ 80 mL/ 分で体外循環を行うと，アフェレーシスの所要時間は４

時間前後である。アフェレーシスの上限は 300 mL/kg とする。

４．アフェレーシスに関連すると考えられる有害事象（資料〔72頁〕参照）

　アフェレーシスに伴う副作用として全身倦怠感（30％前後）のほか，四肢のしびれ（抗凝

固剤として用いるACD液によるクエン酸中毒），めまい，吐き気，嘔吐など血管迷走神経

反射（vaso-vagal reflex：VVR）や一過性の hypovolemia による症状がみられる。特に

VVRは重篤な場合，高度の「徐脈（脈拍数 29/ 分以下）」が出現し，意識喪失，失禁がみら

れることがあり，さらに「心停止」に至る可能性もあることから，ECGモニターの準備が

必須であり，硫酸アトロピン，エホチール，エフェドリンなどを直ちに静注するための準

備が必要である。クエン酸中毒による低カルシウム血症はカルシウム液の持続注入（グル

コン酸カルシウム５～ 10 mL/hr）によって，ほとんどの場合予防することができる。しか

し，アフェレーシス中は常にクエン酸中毒の危険（10 mL/hr のカルシウム液の持続注入で

も発生しうる場合がある）がありうるので注意する。また，PBSC動員からアフェレーシ

ス終了までアスピリン製剤は使用しない。

５．採取 PBSCの目標

　同種末梢血幹細胞移植では，生着に必要なPBSCの移植細胞数は十分明らかにされてい

ないが，移植後速やかな生着を得るためには，わが国では一般に２× 106/㎏（レシピエン

ト体重）のCD34 陽性細胞数が必要とされている。しかし，CD34 陽性細胞が 1-2 × 106/㎏

でも生着は可能であると考えられている。

　大部分の健常人ドナーでは生着に十分な量のPBSCの動員・採取が可能である。しかし，

一部の健常人ドナーでは，PBSC動員の至適条件でもCD34 陽性細胞２× 106/㎏ 以上の

PBSCが採取できない場合があり，日本造血細胞移植学会「同種末梢血幹細胞ドナーフォ

ローアップ事業」の調査では CD34 陽性細胞２× 106/㎏以上の PBSCが採取できない例が

9.5％，１× 106/㎏以上の PBSCが採取できない例が 2.1％にみられた。現在のところ，こ

のような poor mobilization を予測する確実な方法はない。移植後の生着に十分な量の
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PBSCが採取できなかった場合，末梢血からのPBSC追加採取，または血縁ドナーでは全

身麻酔下の骨髄採取が必要になる可能性について，あらかじめ十分説明を行っておく。

�．ドナーの登録と安全性モニター
　採取終了後，１週間から１カ月程度を目処に，CBC，生化学，バイタルサインのチェッ

クを行い，安全性を確認する。異常値があれば，それが正常化するまでフォローする。血

縁造血幹細胞ドナーフォローアップ事業は，2005 年４月より，血縁者ドナーの安全を担保

しつつ，不可避的に発生するかもしれないドナーの有害事象を骨髄・末梢血ドナー双方に

ついて前方視的に把握し，その回避策を検討することにより将来のドナーにおける一層の

安全確保を目的に，１ドナーにつき，１）採取事前登録，２）急性期有害事象報告，３）同

意を得られたドナーにおける毎年５年間のお見舞い手紙を，当面５年間の新規登録＋５年

間のフォローアップを目処に実行されている。また，この事業に登録することにより，適

格者は血縁造血幹細胞ドナー（骨髄・末梢血）傷害保険に加入することができる。別に定

められた調査実施要綱にしたがって，ドナーは採取前に必ず日本造血細胞移植学会の血縁

造血幹細胞ドナー登録センターに登録し，移植医および移植施設はドナーのG-CSF投与後

の長期フォローアップ調査を必ず実施する。

　BSを投与する場合は，上記フォローアップ調査に加えて採取後１カ月の短期フォロー

アップ調査が加わる。

（矢部　普正）

［附　記］

�．アフェレーシスの作業基準について

　各施設で作成される「アフェレーシスの作業基準（マニュアル）」には，以下の項目を含

むこと。

１．PBSC採取のアフェレーシスにおける処理血液量は 300 mL/kg（ドナー体重）を上限

とする。

２．アフェレーシス中に高頻度に発生するクエン酸中毒の対策を具体的にマニュアルに記

載しておく。血球分離装置の機種によって，ACDの投与速度のモニター状態が異な

るので，それぞれの機種に対応した作業基準が必要である。また，クエン酸中毒の初

発症状としてはしびれのみではなく，胸部違和感，寒気，吐き気もあり，さらに嘔吐
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や不整脈を見るドナーが存在すること，さらに，クエン酸の感受性は個人差が大きい

ので，投与量を調節する必要があることも作業基準に含める。

３．クエン酸中毒や迷走神経反射による気分不良に由来する嘔気，嘔吐が発生した場合

は，採血・返血スピードを落とし，適切な処置を行い，症状が改善しない場合は中止

する。特に，採血開始後にはドナーの観察を十分に行って初期症状の把握に努め，早

めに対処することを心がけることが肝腎である。なお，一旦中止した採取を再開する

場合は，責任医師と相談して再開を決定する。また，嘔気，嘔吐に対処するため，嘔

吐用ガーグルベースン，ポリ袋，タオル，ティッシュペーパーなどを準備しておくと

ともに，十分量のグルコン酸カルシウムおよび持続点滴用マイクロインフュージョン

ポンプや昇圧剤（ドパミン，エホチール，エフェドリン，硫酸アトロピン）なども常

備しておくこと。

�．説明文と同意書の保管と提出について

　同意書は説明文とともに保管する。必要な場合は，作業基準書とともに学会事務局に提

出できるようにしておく。
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表１　2000年４月から 2005年３月までに日本造血細胞移植学会

ドナー登録センターに報告された急性期比較的重篤有害事象

消退日発症日初回のG-CSF 投与日から起算した

　明らかに重篤＊＊：19（/3,264 ＝ 0.58％）

Day 6 ～ Day 70Day 3 ～ Day 25　　間質性肺炎（２）

Day 4 ～ Day 6Day 2 ～ Day 4　　狭心症様発作（４）

Day 9Day 7　　腹水，心嚢液貯留，全身浮腫

Day 48Day 23　　くも膜下血腫（手術）

Day 25Day 4　　後腹膜血腫 / 貧血（手術）

－Day 14　　深部静脈血栓症

Day 19Day 2　　胆石胆嚢炎 / 痛風発作（手術）

Day 12 ～ Day 32Day 2 ～ Day 7　　発熱又は感染症（６）

Day 5Day 3　　血痰

Day 62Day 7　　椎間板ヘルニア（手術）

Day 16Day 8　　出血性胃潰瘍

　恐らくG-CSF 関連，一過性＊＊：９（/3,264 ＝ 0.28％）

Day 11 ～ Day 36Day 3 ～ Day 10　　肝機能異常（８）

Day 19Day 4　　食欲不振，吐気，嘔吐

恐らくアフェレーシス関連，一過性＊＊：19（/3,264 ＝

0.58％）

Day 8 ～ Day 111Day 2 ～ Day 6　　血小板減少（1.8 ～ 6.6 × 104/mL）（13）

Day 4 ～ Day 5Day 4　　迷走神経反射（２）

Day 6Day 4　　テタニー

Day 6Day 4　　四肢知覚異常

Day 13Day 7　　刺入部血腫

Day 10Day 9　　偏頭痛

（　）：case numbers

注１：これらの有害事象については，採取チームによる判定を行い，ドナー登録センターによる分類

（＊＊）を行った。

注２：ここに掲げた事例は，G-CSF 投与後に急性期比較的重篤有害事象を生じたと報告された全例

であり，G-CSF 投与との間に因果関係が確認された訳ではない。

 （2010. 3 現在）

 （文献 17より引用改変）
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表２　年次健康診断により得られたドナーの健康状態

（71.6％）1,223Ａ．異常なし

（28.4％）485Ｂ．異常あり

（6.4％）109　１．提供前からあり

（7.8％）133

　２．提供後出現，一過性または生活習慣によると思われるものなど

（例：風邪，交通事故，妊娠，高血圧症，糖尿病，外科手術など）

（11.9％）204

　３．提供後出現，２以外

　　１）非腫瘍性・非重篤

（1.5％）26　　２）非腫瘍性・重篤

（0.7％）12　　３）血液以外の腫瘍

（0.06％）１　　４）血液腫瘍

　５年間，1,708 人から得られた 6,233 報告，数字は人数，１人が複数の異常があった場合は

主たるものを採用

 （2010. 3 現在）

 （文献 17より引用改変）

表３　採取チームまたはドナー登録センターにより比較的重篤と判定された

晩期健康異

子宮筋腫　　　　（３，14 ～ 36 mo）

脳梗塞　　　　　（２，7～ 33 mo）

白内障　　　　　（１，7 mo）

アトピー性皮膚炎　（１，12 mo）

気管支喘息　　　（１，20 mo）

子宮内膜症　　　（１，20 mo）

 脳動脈瘤　　　　（１，24 mo）

 IgA 腎症　 　　　（１，44 mo）

非腫瘍性：26 例

　甲状腺機能異常　　（７，10 ～ 34 mo）

　慢性関節リウマチ　（２，20 ～ 23 mo）

　くも膜下血腫　　　（１，９ mo） 

　眼底出血　　　　　（１，33 mo）

　葡萄膜炎　　　　　（１，20 mo） 

　特発性血小板減少性紫斑病 （１，27 mo）

　奇胎　　　　　　　（１，９ mo）

　膵のう胞性腫瘍　　（１，49 mo）

血液以外の腫瘍：12 例

　乳がん　　　（６，4～ 43 mo）　胃がん（１，23 mo）　子宮がん　（１，10 mo）

　脳腫瘍　　　（１，6 mo）　　　  咽頭癌（１，13 mo）　肺がん　　（１，54 mo）

　前立腺がん　（１，55 mo）

血液腫瘍：１例

　急性骨髄性白血病　　（１，14 mo）

附：提供前からあった骨髄増殖性疾患の白血病化：（１，48 mo）

（全て表２のＢ-３に属した，（　）：人数と提供後発症月，2010. 3 現在）

 （文献 17より引用改変）



《資料２》

血縁造血幹細胞ドナーフォローアップ事業

（バイオ後続品G-CSF を用いた PBSC ドナーは資料３も参照）

―実施要綱―

�

一般社団法人 日本造血細胞移植学会

一般社団法人 日本造血細胞移植データセンター

 第２版：2014 年４月１日

 

　血縁造血幹細胞ドナーの全例登録，重篤有害事象報告にご協力賜りますようお願い申し

上げます。

　また，造血幹細胞採取に際しては，日本造血細胞移植学会の「血縁造血幹細胞（骨髄・末

梢血）ドナー傷害保険加入適格基準（Version 2.1）」（2013 年３月改訂），骨髄移植推進財団

の「骨髄採取マニュアル　第四版」（2011 年４月発行），および日本造血細胞移植学会・日

本輸血学会の「同種末梢血幹細胞移植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞の動員・採

取に関するガイドライン（2010 年６月 30 日　改訂第４版）」を遵守して，ドナーの安全確保

を最優先に慎重に実施していただきますようお願い致します。
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血縁造血幹細胞ドナーフォローアップ事業についてのお願い（実施要綱）

１．事業の背景および目的

　わが国では，1991 年に骨髄バンクが設立され，非血縁者間骨髄移植においては骨髄移植

推進財団が定める基準やマニュアルに則り，ドナーの適格性判定や骨髄採取が行われてき

ました。

　また，日本造血細胞移植学会（以下，学会）では 2000 年４月より，同種末梢血幹細胞移

植法の保険適用に合わせ，全てのドナーを事前登録して短期ならびに中長期の有害事象を

前方向視的（prospective）に調査研究しております。

　一方，血縁者間骨髄移植においては，非血縁者間骨髄ドナーや血縁者間末梢血幹細胞ド

ナーを保護するためのシステム整備の努力がなされている中で，採取時有害事象の発生状

況や中長期的な健康上の問題の有無について正確に把握されていないのが現状です。

　そこで，日本造血細胞移植学会ドナー委員会では，2005 年４月より血縁者間末梢血幹細

胞ドナーに加えて血縁者間骨髄ドナーを含めた，すべての血縁造血幹細胞移植ドナー（以

下，血縁ドナー）を事前登録し，採取時の有害事象発生状況の把握，血縁ドナーの中長期

的な安全性確認のための事業を実施することといたしました。

　本事業によって得られた情報は，血縁ドナーを保護するシステム構築のために使用され

ます。

２．ドナー登録センター

　血縁造血幹細胞ドナー登録センター（以下，ドナー登録センター）は，日本造血細胞移

植学会および日本造血細胞移植データセンターの管理のもと，イーピーエス株式会社に登

録センター業務を委託することとします。
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日本造血細胞移植学会 血縁造血幹細胞ドナー登録センター

　業務委託先：イーピーエス株式会社

　所在地：名古屋市中村区名駅３-25-９

　　　　　　堀内ビル６階

　連絡先：TEL　0120-50-7584（フリーダイヤル）/052-588-6325

　　　　　FAX　 0120-60-7584（フリーダイヤル）/052-588-6326
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３．個人情報の保護

　血縁ドナーの個人情報は，連結不可能な匿名化をいたします。そのため，登録票，造血

幹細胞採取報告書および重篤有害事象報告書に個人を特定できる「氏名」，「生年月日」，「カ

ルテ番号」などは記載いたしません。期間中登録いただいた血縁ドナーは，すべて登録番

号（登録受付け後にドナー登録センターで付与する番号）によって管理されますので，血縁

ドナーの個人情報は完全に保護されます。

　また，調査結果の公表やドナーの安全性確保に関する情報を発信する場合であっても，

血縁ドナーや報告施設を特定する情報はすべて匿名化いたします。

　血縁ドナーに中長期アンケート調査に参加していただく場合は，調査参加同意書にアン

ケート用紙送付先として，宛先氏名および資料送付先住所を記入していただきます。その

目的以外にこれらの情報が使われることはなく，ドナー登録センター以外に，血縁ドナー

の個人情報が持ち出されることはありません。

４．調査方法

１）調査対象

　　2005 年４月１日以降に造血幹細胞採取が行われた全ての血縁ドナー

２）重点調査項目

・2005 年４月１日以降に登録された血縁ドナーの造血幹細胞採取後 30 日以内に

おける重篤有害事象発生状況の把握

・上記の血縁ドナーのうち，調査協力の同意が得られたドナーを対象とした造血

幹細胞提供後５年間の中長期的な安全性の確認

３）調査手順

　造血幹細胞採取後 30 日までの短期調査と同意が得られた血縁ドナーを対象と

した造血幹細胞提供後５年間の中長期アンケート調査の手順は以下のとおり。

（１）ドナー登録

　ドナー登録票は連結不可能な匿名化をしておりますので，ドナーの同意の有無に

関わらずご登録下さいますようお願いいたします。

� 学会のドナー登録センターは，医療機関および医師宛に造血幹細胞ドナーフォ

ローアップ事業の実施要綱およびドナー登録票【様式１】を事前に配布する。

� 医師は，血縁ドナーの造血幹細胞採取が決定したら，事前に配布されたドナー

登録票【様式１】を用いて，学会のドナー登録センターに血縁ドナーを登録す

る。

３．同種末梢血幹細胞移植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞動員・採取　第５版
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� 学会のドナー登録センターは，登録受付後医師宛に，採取報告書【様式２】，

重篤有害事象報告用紙【様式３】および中長期アンケート調査の依頼文書・同

意書【様式４】を送付する。

（２）中長期アンケート調査協力の依頼

　登録受付後にドナー登録センターから送付する「中長期アンケート調査参加のお

願い」【様式４】を用いて，血縁造血幹細胞移植ドナーフォローアップ事業の背景お

よび目的と本事業で得られた情報の利用目的を説明し，ドナーに中長期アンケート

調査の協力を依頼して下さい。

� ドナーが中長期アンケート調査の協力に同意する場合：ドナーは，調査参加同

意書【様式４-２� 】を担当医師に提出し，医師はドナー登録センターに同意書

を送付する。

� ドナーが中長期アンケート調査の協力に同意しない場合：ドナーは，同意しな

い旨を担当医師に連絡し，医師はドナー登録センターに「同意が得られなかっ

た」旨文書（採取報告書【様式２】）で報告する。

（３）造血幹細胞採取の報告および同意書の提出

　造血幹細胞採取報告書は連結不可能な匿名化をしておりますので，ドナーの同意

の有無に関わらず学会のドナー登録センターにご提出下さいますようお願いいたし

ます。

� 医師は，造血幹細胞採取後 30 日間，ドナーの安全性に問題がないことを確認す

る。

� 確認結果は，造血幹細胞採取報告書【様式２】に記入し，学会のドナー登録セン

ターに送付する。また，ドナーが中長期アンケート調査協力に同意した場合

は，中長期アンケート調査参加同意書【様式４-２� 】も採取報告書に添付して

送付する。

（４）重篤有害事象発生の報告

　重篤な有害事象が発生したら，採取との関連性の有無に関わらず，すべて学会の

登録センターに文書でご報告下さいますようお願いいたします。

� 重篤な有害事象が発生した場合，担当医師は直ちに適切な処置をとって血縁ド

ナーの安全性確保をはかるとともに，その症状，重篤度，処置等について，直

ちにドナー登録センター：FAX 0120-60-7584（フリーダイヤル）/052-588-6326
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に「重篤有害事象発生の報告」【様式３】で報告する。

� ドナー登録センターは，重篤有害事象発生の報告を受け付けたら，血縁ドナー

および報告施設を特定できないよう匿名化した上で，その都度学会のホーム

ページ（アドレス：http://www.jshct.com）に，その内容を掲載する。また，

学会が必要と判断した場合，全国の移植関連施設に血縁ドナーに関する安全情

報を発信する。

（５）同意が得られたドナーを対象とした中長期アンケート調査

� 学会のドナー登録センターは，同意の得られている血縁ドナーに対し，造血幹

細胞提供１年後から毎年１回（５年間）中長期アンケート調査の関連資料をド

ナー宛に送付する。

� ドナーは，１年間の健康状態に関するアンケートに回答する。

� ドナーに調査継続の意思がある場合，アンケートの回答と共に調査継続連絡書

（兼同意書）をドナー登録センターへ返送する。

� ドナーに調査継続の意思がない場合，その旨調査継続連絡書にてドナー登録セ

ンターへ連絡する（以後の調査打ち切り）。

５．重篤な有害事象の定義

　有害事象とは，造血幹細胞を提供するドナーに生じたあらゆる好ましくない医療上の事

象であり，必ずしも造血幹細胞採取に伴う投薬，処置との因果関係があるもののみを指す

わけではありません。

　重篤な有害事象とは，具体的に下記のような事象を指します。

�

６．調査の流れ

　「図．血縁造血幹細胞ドナーフォローアップ事業の流れ」参照

（参考）重篤性の判断基準

　１．死に至るもの

　２．生命を脅かすもの

　３．治療のため入院又は入院期間の延長が必要となるもの

　４．永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの

　５．先天異常 /出生時欠損を来たすもの

　６．その他医学的に重大な状態と判断される事象または反応
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《資料３》

バイオ後続品G-CSF を用いて末梢血幹細胞の動員を行った

血縁造血幹細胞ドナーの短期フォローアップ調査

―実施要綱―

�

一般社団法人 日本造血細胞移植学会

一般社団法人 日本造血細胞移植データセンター

 第１版：2014 年４月１日

 

　血縁造血幹細胞ドナーの全例登録，重篤有害事象報告にご協力賜りますようお願い申し

上げます。

　また，造血幹細胞採取に際しては，日本造血細胞移植学会の「血縁造血幹細胞（骨髄・末

梢血）ドナー傷害保険加入適格基準（Version 2.1）」（2013 年３月改訂），骨髄移植推進財団

の「骨髄採取マニュアル 第四版」（2011 年４月発行），および日本造血細胞移植学会・日本

輸血学会の「同種末梢血幹細胞移植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞の動員・採取

に関するガイドライン（2010 年６月 30 日　改訂第４版）」を遵守して，ドナーの安全確保を

最優先に慎重に実施していただきますようお願い致します。
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�

１．事業の背景および目的

　日本造血細胞移植学会（以下，学会）では 2000 年４月より，同種末梢血幹細胞移植法の

保険適用に合わせ，全てのドナーを事前登録して短期ならびに中長期の有害事象を前方向

視的（prospective）に調査研究して参りました。

　また，2005 年４月より血縁者間末梢血幹細胞ドナーに加えて血縁者間骨髄ドナーを含め

た，すべての血縁造血幹細胞移植ドナー（以下，血縁ドナー）を事前登録し，採取時の有

害事象発生状況の把握，血縁ドナーの中長期的な安全性確認のための事業を実施しており

ます。

　この度，バイオ後続品のG-CSF の製造販売承認に合わせ，ドナー登録センターに登録さ

れた血縁ドナーのうち，バイオ後続品のG-CSFを用いて末梢血幹細胞の動員を行ったすべ

てのドナー（以下，BS血縁ドナー）を前方向視的に調査することといたしました。

　先行品のG-CSF と同様に，出来る限り多数のドナーから情報を収集し，未知の副作用

の検出，副作用の発生状況の把握および安全性・有効性に影響を与えると考えられる要因

の検出が調査の目的です。

　なお，バイオ後続品のG-CSF を用いて末梢血幹細胞の動員を行ったドナーの調査は，

既存の血縁造血幹細胞ドナーフォローアップ事業のドナー登録や中長期アンケート調査の

仕組みに加えて，採取後約１カ月間の「短期フォローアップ調査」を追加することで実施い

たします。

２．ドナー登録センター

　血縁造血幹細胞ドナー登録センター（以下，ドナー登録センター）は，日本造血細胞移

植学会および日本造血細胞移植データセンターの管理のもと，イーピーエス株式会社に登

録センター業務を委託することとします。

バイオ後続品G-CSF を用いて末梢血幹細胞の動員を行った血縁造血幹

細胞ドナーの短期フォローアップ調査についてのお願い（実施要綱）
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日本造血細胞移植学会 / 日本造血細胞移植データセンター

血縁造血幹細胞ドナー登録センター

　業務委託先：イーピーエス株式会社

　所在地：名古屋市中村区名駅３-25-９堀内ビル

　連絡先：TEL　0120-50-7584（フリーダイヤル）/052-588-6325

　　　　　FAX　0120-60-7584（フリーダイヤル）/052-588-6326
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３．個人情報の保護

　血縁ドナーの個人情報は，連結不可能な匿名化をいたします。そのため，登録票，短期

フォローアップ調査票および重篤な有害事象発生の報告用紙に個人を特定できる「氏名」，

「生年月日」，「カルテ番号」などは記載いたしません。期間中登録いただいた血縁ドナー

は，すべて登録番号（登録受付け後にドナー登録センターで付与する番号）によって管理さ

れますので，血縁ドナーの個人情報は完全に保護されます。

　また，調査結果の公表やドナーの安全性確保に関する情報を発信する場合であっても，

血縁ドナーや報告施設を特定する情報はすべて匿名化いたします。

　血縁ドナーに中長期アンケート調査に参加していただく場合は，調査参加同意書にアン

ケート用紙送付先として，宛先氏名および資料送付先住所を記入していただきます。その

目的以外にこれらの情報が使われることはなく，ドナー登録センター以外に，血縁ドナー

の個人情報が持ち出されることはありません。

４．調査方法

　　１）調査対象

バイオ後続品のG-CSF を用いて末梢血幹細胞の動員を行ったすべての血縁ド

ナー

　　２）調査対象期間

2014 年４月１日～ 2019 年３月 31 日（５年間）

　　３）重点調査項目

�造血幹細胞採取後 30 日以内における有害事象（副作用，臨床検査値異常変動）

�採取末梢血幹細胞数（採取有核細胞数，採取単核球数，CD34 陽性細胞数）

�重篤有害事象

４）調査手順

　BS血縁ドナーの「短期フォローアップ調査」は，既存の血縁造血幹細胞ドナー

フォローアップ事業のドナー登録や中長期アンケート調査の仕組みを活用して実

施する。

《ドナー登録》

� 担当医師は，血縁ドナーの造血幹細胞採取が決定したら，ドナー登録票【様式

１】を用いて，ドナー登録センターにドナー情報を登録する。

� ドナー登録センターは，登録票の G-CSF 製剤商品名にバイオ後続品が記載さ

れているドナー情報を選別する。
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� ドナー登録センターは，担当医師に短期フォローアップ調査票【BS様式２】お

よびドナーに中長期の調査協力を依頼する文書を送付する。

� 担当医師はバイオ後続品G-CSF の適正使用に努め，後述の短期フォローアッ

プ調査を行う。

� 担当医師は，ドナーの同意が得られた場合，調査参加同意書【様式４-２】�を

ドナー登録センターに提出する（ドナーおよび医療機関は写しを保管）。

� ドナー登録センターは，血縁ドナーの登録票および調査参加同意書に関する情

報を適切に維持管理する。

《短期フォローアップ調査》

� 担当医師は，採取後４週間までのデータを短期フォローアップ調査票【BS様式

２】に記載し，ドナー登録センターに提出する。

� ドナー登録センターは，短期フォローアップ調査票のデータを入力管理する。

� ドナー登録センターは，短期フォローアップ調査票のデータ確認を実施し，必

要であれば施設へ再調査を依頼する。

《重篤有害事象報告》

� 担当医師は，血縁ドナーに重篤な有害事象を認めた場合は，重篤な有害事象発

生の報告用紙【BS様式３】を用いて，ドナー登録センターへFAXにて報告す

る。

� ドナー登録センターは，担当医師から入手した重篤な有害事象発生の報告用紙

【BS様式３】を直ちにドナー委員会に文書で連絡する。

� ドナー登録センターは，血縁ドナーの重篤有害事象情報を入手した都度，血縁

ドナーおよび報告施設を特定できないよう匿名化した上で，学会HPにその内

容を掲載する。

� ドナー委員会が必要と判断した場合，ドナー登録センターは，全国の移植関連

施設にドナーに関する安全情報を提供する。

５．重篤な有害事象の定義

　有害事象とは，造血幹細胞を提供するドナーに生じたあらゆる好ましくない医療上の事

象であり，必ずしも造血幹細胞採取に伴う投薬，処置との因果関係があるもののみを指す

わけではありません。

　重篤な有害事象とは，具体的に下記のような事象を指します。
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６．調査の流れ

　「図．後続品G-CSF 血縁造血幹細胞ドナーフォローアップ調査の流れ」参照
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（参考）重篤性の判断基準

　１．死に至るもの

　２．生命を脅かすもの

　３．治療のため入院又は入院期間の延長が必要となるもの

　４．永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの

　５．先天異常 /出生時欠損を来たすもの

　６．その他医学的に重大な状態と判断される事象または反応
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【記入要領】

１．調査票の記載について

（１）記載項目はいずれも集計処理上必要なものですので，必ず各項目の該当箇所に�印あ

るいは必要事項をご記入ください。

（２）本調査票の記入にはボールペンまたは万年筆を用いてはっきりとご記入ください。ま

た，訂正の際には二重線で訂正箇所を抹消の上，訂正箇所に訂正印を押してください。修

正液による訂正は不可とします。

（３）医師名の欄に署名，捺印をお願い致します。

（４）有害事象

　有害事象の項は，G-CSF 投与期間中，末梢血幹細胞採取時およびG-CSF 投与後に生じ

たあらゆる好ましくない医療上の出来事（臨床検査値異常変動も含む）について，その有

無，発現日，症状の程度，因果関係をできるだけ具体的に記載してください。また，症状

の消失あるいは検査値が正常に回復するまでの経過の追跡をお願い致します。

　なお，G-CSF との因果関係が「関連なし」と判定された有害事象については，その理由

を記載してください。

２．重篤な有害事象発生時の対応

　重篤な有害事象が発生した場合，担当医師は直ちに適切な処置をとってドナーの安全性

確保をはかるとともに，その症状，重篤度，処置などについて，直ちにドナー登録センター

FAX 0120-60-7584（フリーダイヤル）/052-588-6326 に文書【BS様式３】をもって報告をお

願い致します。
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（参考）重篤な有害事象

　有害事象とはあらゆる好ましくない医療上の出来事（臨床検査値異常変動

も含む）をいう。重篤な有害事象とは，具体的に下記のような事象を指す。

　　１．死に至るもの

　　２．生命を脅かすもの

　　３．治療のため入院又は入院期間の延長が必要となるもの

　　４．永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの

　　５．先天異常 /出生時欠損を来たすもの

　　６．その他医学的に重大な状態と判断される事象または反応
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３．本調査票の回収

　末梢血幹細胞採取後４週間の調査が終了しましたら，速やかに本調査票をご記入の上，

ドナーフォローアップ調査の「参加同意書」【様式４-２】� とともにドナー登録センターへ

送付してください。

４．ドナー登録センター

日本造血細胞移植学会 /日本造血細胞移植データセンター

血縁造血幹細胞ドナー登録センター

業務委託先：イーピーエス株式会社

所在地：名古屋市中村区名駅３丁目 25 番９号堀内ビル

連絡先：TEL　0120-50-7584（フリーダイヤル）/052-588-6325

FAX   0120-60-7584（フリーダイヤル）/052-588-6326 
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各部会メンバー

移植前処置部会

山下　卓也＊ 国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科

移植前処置ガイドラインワーキンググループ

河野　嘉文 鹿児島大学大学院医歯薬総合研究科小児医学分野

森　慎一郎 聖路加国際病院血液腫瘍内科

矢野　真吾 東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科

内田　直之 国家公務員共済組合連合会虎の門病院血液内科

西川　拓朗 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院小児診療センター

HLA不適合移植部会

池亀　和博＊ 兵庫医科大学血液内科

吉原　　哲 兵庫医科大学血液内科

一戸　辰夫 京都大学医学部附属病院血液・腫瘍内科

神田　善伸 自治医科大学附属さいたま医療センター血液科

同種末梢血幹細胞移植のための健常人ドナーからの末梢血幹細胞動員・採取第５版部会

矢部　普正＊ 東海大学再生医療科学

田野崎隆二 国立がんセンター中央病院輸血療法科

金森　平和 神奈川がんセンター血液内科

塚田　信弘 日本赤十字社医療センター血液内科

小寺　良尚 愛知医科大学造血細胞移植振興講座

健常小児ドナーからの骨髄・末梢血幹細胞採取部会

矢部　普正＊ 東海大学再生医療科学

今泉　益栄 宮城県立こども病院血液腫瘍科

長澤　正之 東京ベイ・浦安市川医療センター血液腫瘍免疫科

田内　久道 愛媛大学小児科

橋井　佳子 大阪大学小児科

各部会メンバー
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井上　雅美 大阪母子保健総合医療センター血液・腫瘍科

小寺　良尚 愛知医科大学造血細胞移植振興講座

再生不良性貧血（成人）部会

中尾　眞二＊ 金沢大学附属病院血液内科

再生不良性貧血（小児）第２版部会

小島　勢二＊ 名古屋大学小児科

自己免疫疾患部会

長藤　宏司＊ 久留米大学血液・腫瘍内科

渥美　達也 北海道大学第二内科

先天代謝異常症部会

加藤　俊一＊ 東海大学再生医療科学

矢部　普正 東海大学再生医療科学

加藤　剛二 名古屋第一赤十字病院小児血液腫瘍科

足立　壯一 京都大学人間健康科学系

遠藤　文夫 熊本大学小児科

奥山　虎之 成育医療センターライソゾーム病センター

酒井　規夫 大阪大学小児科

田中あけみ 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

田渕　　健 都立駒込病院地域がん登録室

辻　　省次 東京大学神経内科

麦島　秀雄 日本大学小児科

渡邊　順子 久留米大学小児科

加茂　牧子 国立精神神経医療研究センター

下澤　伸行 岐阜大学生命科学総合研究支援センター

鈴木　康之 岐阜大学医学教育開発研究センター

芳野　　信 久留米大学高次脳疾患研究所
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先天性免疫不全症部会

金兼　弘和＊ 東京医科歯科大学小児科

原　　寿郎 九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野

久間木　悟 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター小児科

森尾　友宏 東京医科歯科大学医学部小児科

高田　英俊 九州大学大学院医学研究院周産期・小児医療学

蒲池　吉朗 上六名こどもクリニック

上松　一永 信州大学医学部病理学

有賀　　正 北海道大学医学部小児科

今井　耕輔 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児・周産期地域医療学講座

野々山恵章 防衛医科大学校小児科

土屋　　滋 東北文化学園大学

笹原　洋二 東北大学医学部小児科

小林　良二 札幌北楡病院小児思春期科

布井　博幸 宮崎大学医学部小児科

小林　正夫 広島大学医学部小児科

中畑　龍俊 京都大学 ips 細胞研究所臨床応用部門

大賀　正一 山口大学大学院医学系研究科小児科学分野

澤田　明久 大阪府立母子保健総合医療センター血液腫瘍科

先天性骨髄不全症候群部会

矢部　普正＊ 東海大学再生医療科学

小島　勢二 名古屋大学小児科

伊藤　悦朗 弘前大学小児科

渡邉健一郎 静岡県立こども病院血液腫瘍科

金兼　弘和 東京医科歯科大学小児科

矢部みはる 東海大学病院細胞移植再生医療科

　＊部会長

各部会メンバー
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