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記念イベント 1

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）　第 2 日目

10:00〜 12:00… 司会：…藤堂　　省（北海道大学大学院医学研究科　移植外科学講
座）

… … 幕内　雅敏（日本赤十字社医療センター）

「A Global Perspective on Liver Transplantation」

1.… 「Evaluation…of…the…Liver…Transplant…Candidate」
Division of Gastroenterology and Hepatology and Liver Transplant Program, 
Department of Medicine, Medical University of South Carolina, Charleston 
SC, USA

Adrian…Reuben

2.… 「米国の肝移植ー外科医の視点から」
Professor of Surgery, Chief, Division of Abdominal Organ Transplantation, 
Columbia University, Department of Surgery, Surgical Director Liver and
Intestine Transplant Programs, New York-Presbyterian Hospital/Columbia
University Medical Center

加藤　友朗

3.… 「Current…trends…in…OLT…in…Hong…Kong」
Chin Lan-Hong Professor and Chair of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
Head, Department of Surgery, The University of Hong Kong

Chung-Mau…LO

4.… 「Liver…Transplantation… in…Australia-Contrasts…and…
Similarities」
Chairman of Surgery Princess Alexandra Hospital Brisbane Australia

Stephen…V…Lynch

5.… 「欧米・アジアの肝移植の現状」
旭川医科大学　消化器病態外科　　古川　博之
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記念イベント 2

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）　第 2 日目

13:00〜 14:45… 司会：…向坂彰太郎（福岡大学医学部　消化器内科学講座）

… … 上本　伸二（京都大学　肝胆膵・移植外科）

「日本の肝移植〜 30 年の歩み〜」

1.… 久留米大学名誉教授 谷川　久一

2.… 公益財団法人　神戸国際医療交流財団 田中　紘一

3.… 北海道大学大学院医学研究科　移植外科学講座 藤堂　　省

4.… 日本赤十字社医療センター 幕内　雅敏
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特別企画 1

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

11:10〜 12:00… 司会：…向坂　彰太郎（福岡大学医学部　消化器内科学講座）

… 「がん手術４回の患者から見た日本の医療の水準」
ニュースの職人　　鳥越俊太郎

特別企画 2

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

13:00〜 14:00… 司会：…中島　節子（北里大学病院）

… … 萩原　邦子（大阪大学医学部附属病院　移植医療部）

「肝移植コーディネーターの変遷と脳死移植（臓器移植法が
改正され）施行後の変化」

1.… 「レシピエント移植コーディネーターの変遷と将来に向けての
課題」

大阪大学医学部附属病院　移植医療部　　萩原　邦子

2.… 「京大病院におけるレシピエント移植コーディネーターの変遷
と今後に望む事」

京都大学医学部附属病院　看護部・臓器移植医療部　　井山なおみ

3.… 「肝移植コーディネーターの変遷と脳死肝移植（臓器移植法改
正後）の変化と課題」

信州大学医学部附属病院　移植医療センター　　後藤　美香

4.… 「東大病院におけるレシピエント移植コーディネーターの役割」
東京大学医学部附属病院　臓器移植医療部　　野尻　佳代
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ランチョンセミナー 1	 共催：中外製薬㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

12:10〜 13:00… 司会：…藤堂　省（北海道大学大学院医学研究科　移植外科学講座）

LS1…「臓器移植におけるB細胞性免疫応答の制御法」
広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　消化器・移植外科学　　大段　秀樹

ランチョンセミナー 2	 共催：ノバルティス ファーマ㈱

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

12:10〜 13:00… 司会：…幕内　雅敏（日本赤十字社医療センター）

LS2…「Long… term… outcome… in… liver… transplantation:… A…
regional…experience」
Chairman of Surgery Princess Alexandra Hospital Brisbane, Australia

Stephen…V…Lynch

ランチョンセミナー 3	 共催：ブリストル・マイヤーズ㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）　第 2 日目

12:10〜 13:00… 司会：…有井　滋樹（……独立行政法人　労働者健康福祉機構　浜松労
災病院）

LS3…「Prevention… of… recurrent… hepatitis… B… after… liver…
transplantation」
Chin Lan-Hong Professor and Chair of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery 
Head, Department of Surgery, The University of Hong Kong

Chung-Mau…LO
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ランチョンセミナー 4	 共催：田辺三菱製薬㈱

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 15 日（金）　第 2 日目

12:10〜 13:00… 司会：…向坂彰太郎（福岡大学医学部　消化器内科学講座）

LS4…「A…Global…View…of…Hepatocellular…Carcinoma:…The…
Role… of… Hepatitis… C… and… Other… Environmental…
Carcinogens」
Division of Gastroenterology and Hepatology and Liver Transplant Program, 
Department of Medicine Medical, University of South Carolina, Charleston 
SC, USA

Adrian…Reuben

イブニングセミナー 1	 共催：アステラス製薬㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

16:10〜 17:00… 司会：…川崎　誠治（順天堂大学　肝胆膵外科）

ES1…「肝移植における拒絶反応ー最新の知見とその対策」
Professor of Surgery, Chief, Division of Abdominal OrganTransplantation, 
Columbia University, Department of Surgery, Surgical Director Liver and 
Intestine Transplant Programs, New York-Presbyterian Hospital/Columbia 
University Medical Center

　　加藤　友朗

イブニングセミナー 2	 共催：MSD ㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目

17:00〜 17:50… 司会：…坪内　博仁（……鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　健康科
学専攻人間環境学講座　消化器疾患・生活習
慣病学）

ES2…「C型慢性肝炎に対するリバビリン併用療法の更なる飛躍を目
指して…−Telaprevir三者併用療法をどう使いこなすか？…−」

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　分院長　　熊田　博光
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シンポジウム 1

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
8:30〜 9:50… 司会：…國土　典宏（東京大学　肝胆膵外科・人工臓器移植外科）
… … 島田　光生（徳島大学　消化器・移植外科）

「肝癌移植症例の相互評価 Best Criteria in Japan の確立」

S1-01…「肝細胞癌切除後の肝移植適応を考慮した再発予測におけるUp-to-seven 基準の妥当
性の検討」

徳島大学　外科　　荒川　悠佑

S1-02…「術後病理診断でミラノ基準を逸脱するHCC併存肝移植症例に対する治療戦略…
—HCC再発予防を目的とした活性化NK細胞療法の臨床報告—」

広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　先進医療開発科学講座　外科学　　石山　宏平

S1-03…「肝癌に対する肝移植の適応」
慶應義塾大学　医学部　外科　　大平　正典

S1-04…「当科における肝細胞癌に対する生体肝移植の適応とその成績」
熊本大学医学部附属病院　小児外科・移植外科　　武市　卒之

S1-05…「当院における肝細胞癌に対する生体肝移植症例の検討」
岡山大学　消化器内科　　高木章乃夫

S1-06…「ミラノ基準外症例における肝細胞癌に対する肝移植基準の比較—とくに九大基準に
ついて—」

九州大学　消化器・総合外科　　調　　　憲

S1-07…「肝細胞癌に対する肝移植の課題」
東京大学　医学部附属病院　人工臓器移植外科　　田村　純人

S1-08…「肝癌肝移植におけるBest…criteria…in…Japan の確立に向けて」
京都大学　肝胆膵移植外科学　　海道　利実

シンポジウム 2

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
8:30〜 10:00… 司会：…猪股裕紀洋（熊本大学　小児外科・移植外科）
… … 藤澤　知雄（済生会横浜市東部病院　こどもセンター　肝・消化器専門）

「小児肝移植の工夫と標準化」

S2-01…「小児特発性肝移植後肝炎（いわゆる de…novo…AIH を含む）症例に関して」
京都大学医学部附属病院　小児外科　　岡本　晋弥
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S2-02…「小児肝移植の治療成績と問題点」
信州大学　移植外科　　大野　康成

S2-03…「Transplantation…Era における胆道閉鎖症の予後　〜A…Single-Center…
Experience 〜」

九州大学大学院　小児外科　　林田　　真

S2-04…「北大病院における小児生体肝移植65症例の検討　−困難な術後経過を呈した2症
例−」

北海道大学医学部　消化器外科学分野 1　　鈴木　友己

S2-05…「乳児期に肝移植を要した胆道閉鎖症症例における門脈再建に関する検討」
熊本大学医学部附属病院　小児外科・移植外科　　李　　光鐘

S2-06…「小児生体肝移植200例の経験—標準的な術式と術後管理の検討—」
自治医科大学　移植外科　　水田　耕一

S2-07…「自治医科大学における実験動物を用いた肝移植医療技術トレーニング」
自治医科大学医学部　先端医療技術開発センター　医療技術トレーニング部門　　菱川　修司

シンポジウム 3

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
9:50〜 11:10… 司会：…市田　隆文（順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科）
… … 古川　博之（旭川医科大学　外科学講座消化器病態外科学分野）

「脳死肝移植 150 例の検証 — 適応、短期成績、合併症、生存率」

S3-01…「京都大学における脳死肝移植症例の検討—法改正前後でどう変化したか？」
京都大学　肝胆膵移植外科　　冨山　浩司

S3-02…「当科における脳死肝移植２１症例の検証」
北海道大学大学院医学研究科　消化器外科学分野一　　大浦　　哲

S3-03…「当院における脳死肝移植17例の成績」
東京大学医学部　消化器内科　　山敷　宣代

S3-04…「教室における脳死肝移植症例の検討」
大阪大学　消化器外科　　小林　省吾

S3-05…「改正臓器移植法後の脳死肝移植の現状と問題点」
岡山大学　消化器外科 　　楳田　祐三

S3-06…「東北大学病院における脳死肝移植の現状」
東北大学病院　移植・再建・内視鏡外科　　川岸　直樹
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シンポジウム 4

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
14:00〜 15:45… 司会：…江川　裕人（東京女子医科大学　消化器外科）
… … 竹山　康章（福岡大学医学部　消化器内科）

「原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植の現況」

S4-01…「本邦における原発性胆汁性肝硬変の予後予測式に基づく移植時期の評価—全国調査
肝移植例における検討から—」

関西医科大学　内科学第三講座　　廣原　淳子

S4-02…「脳死肝移植待機死亡リスク要因としての原発性胆汁性肝硬変」
順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科　　玄田　拓哉

S4-03…「原発性胆汁性肝硬変に対する生体肝移植の短期および長期成績」
東京大学医学部　消化器内科　　山敷　宣代

S4-04…「原発性胆汁性肝硬変症に対する肝移植の長期成績」
信州大学　移植外科　　三田　篤義

S4-05…「当院における原発性胆汁性肝硬変（PBC）に対する肝移植の現況」
長崎大学病院　消化器内科　　柴田　英貴

S4-06…「原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植後再発の検討」
朝日大学歯学部　村上記念病院　外科　　森　　　章

S4-07…「PBCに対する生体肝移植成績と移植後再発の検討」
九州大学　消化器・総合外科　　副島　雄二

S4-08…「原発性胆汁性肝硬変について当院での移植症例の検討」
岡山大学病院　消化器腫瘍外科　肝胆膵外科　　内海　方嗣

S4-09…「当科における原発性胆汁性肝硬変（PBC）に対する生体肝移植の検討」
慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科　　香月　優亮

S4-10…「肝移植目的にて紹介されたPBC症例における移植施行例と非施行例の比較検討」
京都府立医科大学　移植・一般外科　　岡島　英明

S4-11…「原発性胆汁性肝硬変に対する生体肝移植症例の検討」
福島県立医科大学　臓器再生外科　　土屋　貴男
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シンポジウム 5	 共催：グラクソ・スミスクライン㈱

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
14:00〜 15:15… 司会：…佐田　通夫（久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門）
… … 上本　伸二（京都大学　肝胆膵・移植外科）

「B 型肝炎 , 肝硬変に対する肝移植 , Occult HBV への対策」

S5-01…「肝移植後のHBV再活性化対策とその評価、特にHBVワクチンの有効性について」
長崎大学病院　消化器内科　　市川　辰樹

S5-02…「移植後B型肝炎に対するHBVワクチンの有用性についての検討」
岡山大学　消化器内科　　高木章乃夫

S5-03…「HBワクチン毎月連続投与による生体肝移植後のＢ型肝炎再発予防」
広島大学病院　消化器・代謝内科　　高橋　祥一

S5-04…「当センターにおけるHBc抗体陽性グラフトを用いた肝移植症例のHBV肝炎予防・
治療の検討」

国立成育医療研究センター　　垣内　俊彦

S5-05…「当施設におけるHBIG投与によるHBc抗体陽性者からの肝移植後のB型肝炎活性
化予防の成績の検討」

熊本大学　小児外科・移植外科　　大矢　雄希

S5-06…「B型肝炎関連の肝移植、Occult…HBVへの対策」
東京大学大学院医学系研究科　臓器病態外科学　肝胆膵・人工臓器移植外科　　冨樫　順一

S5-07…「肝移植後HBV対策の現状と問題点」
京都大学　消化器内科　　上田　佳秀

S5-08…「当院におけるHBV関連肝移植症例での再発予防総合戦略 - 術後早期のHBIg 減量か
ら遠隔期モニタリング、ワクチン効果まで」

名古屋大学医学部　消化器内科　　石上　雅敏

シンポジウム 6	 共催：第一三共㈱

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 14 日（木）　第 1 日目
15:15〜 16:30… 司会：…茶山　一彰（広島大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器・代謝内科学）
… … 武冨　紹信（北海道大学大学院医学研究科　消化器外科学分野1）

「C 型肝炎に対する抗ウイルス療法の現状と成績」

S6-01…「肝移植後のC型肝炎に対する抗ウイルス療法の成績」
東京大学医学部付属病院　肝胆膵外科・人工臓器移植外科、臓器移植医療部　　原田　庸寛
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S6-02…「肝移植後C型肝炎治療の現状と問題点」
京都大学医学部　消化器内科　　金　　秀基

S6-03…「C型肝硬変に対する生体肝移植後の抗ウィルス治療戦略」
京都府立医科大学大学院研究科　移植・再生外科学　　牛込　秀隆

S6-04…「HCV陽性肝移植症例に対する肝炎再発予防に対する取り組みと抗ウイルス治療効果」
大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学　　和田　浩志

S6-05…「C型肝炎再燃に対するインターフェロン療法の現状および問題点とその対策」
熊本大学大学院　消化器内科学　　永濱　裕康

S6-06…「生体肝移植後C型肝炎に対するペグインターフェロン・リバビリン療法の現状と展開」
九州大学　消化器・総合外科 　　池上　　徹

S6-07…「肝移植後Ｃ型肝炎再燃に対する IFN治療効果とレシピエントおよびドナーの IL28B
との関連」

広島大学病院　消化器・代謝内科　　河岡　友和

S6-08…「C型肝硬変に対する肝移植後の抗ウイルス療法の工夫　特に血液型不適合移植後の
低用量ペグリバ療法の有用性について」

徳島大学　消化器・移植外科　　金本　真美

S6-09…「生体肝移植後のC型肝炎再発に対する IFN治療の効果予測—特にHCV遺伝子変異、
IL28B遺伝子多型について—」

三重大学　肝胆膵・移植外科　　臼井　正信

S6-10…「C型肝炎ウィルス関連肝移植、移植後グラフト肝の線維化に関わる因子の検討」
長崎大学病院　消化器内科　　加茂　泰広

シンポジウム 7

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 15 日（金）　第 2 日目
9:00〜 11:00… 司会：…若林　　剛（岩手医科大学　外科学講座）
… … 添田英津子（慶応義塾大学　看護医療学部）
… … 萩原　邦子（大阪大学医学部附属病院　移植医療部）

「レシピエント移植コーディネーター」

S7-01…「当院における生体肝移植の現状とこれからの課題」
岩手医科大学附属病院　集中治療部　　石森　由樹

S7-02…「小児における移植を受けない権利を尊重した意思決定にかかるコーディネートの実
際」

独立行政法人　国立成育医療研究センター　　中里　弥生

S7-03…「岡山大学病院の脳死肝移植におけるレシピエント移植コーディネーターの役割」
岡山大学病院　看護部　移植コーディネーター室　　保田　裕子
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S7-04…「生体肝移植レシピエント生死におけるSF36を用いたドナーの術後ＱＯＬ評価」
長崎大学病院　看護部　　辻　あゆみ

S7-05…「心理社会的問題を抱える患者へのかかわり〜術後１０年近く経過した患者への支援〜」
名古屋大学　医学部附属病院　移植連携室　　山口　尚子

S7-06…「北大病院におけるレシピエント移植コーディネーターの肝移植後患者に対する外来
フォローの実際」

北海道大学病院　臓器移植医療部　　山本真由美

シンポジウム 8

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 15 日（金）　第 2 日目
14:50〜 15:50… 司会：…里見　　進（東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座先進外科学分野）
… … 具　　英成（神戸大学大学院医学研究科　肝胆膵外科学）
… … 芦刈淳太郎（社団法人　日本臓器移植ネットワーク　医療本部）

「脳死下臓器提供事例の検討」

S8-01…「改正法施行前後の脳死下臓器提供の実態の変化」
社団法人日本臓器移植ネットワーク　　芦刈淳太郎

S8-02…「脳死肝移植の今後の課題」
東京大学医学部附属病院　人工臓器移植外科　　田村　純人

S8-03…「脳死下臓器提供の検証と今後の課題」
（財）福岡県メディカルセンター　臓器移植係　　岩田　誠司

S8-04…「臓器提供施設の問題点と今後の課題」
和歌山県立医科大学医学部　救急集中治療部　　木田　真紀

S8-05…「法的脳死判定に至らなかった症例から見えた課題」
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　　小谷　穣治

S8-06…「脳死下臓器提供の増加に対する北大病院の取り組み〜レシピエント移植コーディ
ネーターの立場から〜」

北海道大学病院　臓器移植医療部　　山本真由美
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シンポジウム 9	 共催：エーザイ㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）第 2 日目
15:00〜 16:00… 司会：…江口　　晋（長崎大学大学院　移植・消化器外科）
… … 上田　佳秀（京都大学大学院医学研究科　消化器内科学）

「免疫抑制剤の光と影 — 長期使用例の問題点と対策 」

S9-01…「肝移植後長期経過症例の解析」
京都大学　外科（肝胆膵・移植外科）　　藤本　康弘

S9-02…「肝臓移植後の腎機能」
信州大学医学部　移植外科　　池上　俊彦

S9-03…「生体肝移植における腎機能障害」
東京大学医学部附属病院　人工臓器移植外科　　田村　純人

S9-04…「成人生体肝移植術後晩期合併症としての慢性腎臓病」
慶應義塾大学医学部　外科　　田邉　　稔

S9-05…「生体肝移植後長期腎機能障害を予測する新たな予後因子の立案」
神戸大学　肝胆膵外科　　蔵満　　薫

S9-06…「生体肝移植後腎機能障害に対する対策：ミコフェノール酸モフェチル単剤療法の有
用性」

九州大学　消化器・総合外科　　吉住　朋晴

S9-07…「生体肝移植における計画的免疫抑制剤減量・離脱の可能性」
長崎大学　　高槻　光寿

ビデオシンポジウム	 共催：味の素製薬㈱

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）第 2 日目
8:00〜 9:45… 司会：…川崎　誠治（順天堂大学　肝胆膵外科）
… … 菅原　寧彦（東京大学　人工臓器・移植外科）
… … 乗富　智明（福岡大学病院　消化器外科）

「手術手技」

VS-01…「二つの左葉グラフトによるDual…肝移植の経験」
新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器・一般外科　　佐藤　好信

VS-02…「脳死肝移植後肝静脈狭窄症例に対する小児生体肝再移植レシピエント手術」
国立成育医療研究センター　移植外科　　阪本　靖介

VS-03…「術前門脈血栓症を合併する症例における手術手技の工夫—門脈血栓摘出術」
東京女子医大　消化器外科　　加藤　孝章
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VS-04…「生体肝移植後の肝動脈瘤破裂に対するリカバリーショット：右胃体網動脈を用いた
肝動脈再建と血管内治療手技の有用性」

慶應義塾大学　外科　　尾原　秀明

VS-05…「7cm正中切開を用いたドナー外側領域手術」
国立成育医療研究センター　　笠原　群生

VS-06…「生体肝移植ドナーの左葉系グラフト採取術における開腹創短縮の試み」
慶應義塾大学　医学部　外科　　篠田　昌宏

VS-07…「生体肝ドナー各種グラフト採取における腹腔鏡用手補助下ハイブリッド手術」
長崎大学大学院　移植・消化器外科　　曽山　明彦

VS-08…「Hilar…plate を温存したグラフト複数胆管口の胆道再建法」
東京大学　肝胆膵・人工臓器移植外科　　金子　順一

VS-09…「京都大学における生体肝移植の手術の工夫」
京都大学附属病院　外科（肝胆膵・移植外科）　　小倉　靖弘

第 14回肝移植病理検討会

第 3 会場　5 階［志賀①］　6 月 15 日（金）第 2 日目
8:00〜 9:50… 司会：…伊藤　智雄（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）
… … 羽賀　博典（京都大学医学部附属病院　病理診断科）

B-01… 「生体肝移植後遷延性胆汁うっ滞を来した先天性胆道閉鎖症の一症例」
旭川医科大学病院　病理部　　及川　賢輔

B-02… 「劇症肝炎に対して生体肝移植を行った後、肝機能障害が持続し門脈血流の消失を来
した一例」

東北大学病院　移植再建内視鏡外科　　村上　圭吾

B-03… 「原発性硬化性胆管炎肝移植後、肝機能異常の対処に苦慮している1例」
横浜市立大学　消化器・腫瘍外科　　熊本　宜文

B-04… 「原発性胆汁性肝硬変に対して生体肝移植10年後に再移植になった症例」
九州大学大学院医学研究院　形態機能病理　　相島　慎一

B-05… 「C型肝硬変に対し血液型不適合生体部分肝移植を行い、術後約６か月で失った1例」
長崎大学大学院　移植・消化器外科　　奥平　定之
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プロジェクト委員会

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 14 日（木）第 1 日目
15:45〜 16:00… 司会：…古川　博之（旭川医科大学　外科学講座消化器病態外科学分野）

「肝移植後の妊娠出産に関する全国アンケート調査結果」
日本肝移植研究会プロジェクト委員会　　久保　正二

肝移植症例登録報告

第 1 会場　3 階［都久志①］　6 月 15 日（金）第 2 日目
9:45〜 10:00

日本肝移植研究会事務局　大阪大学大学院医学系研究科消化器外科　　梅下　浩司

教育セミナー

第 2 会場　3 階［都久志③］　6 月 15 日（金）第 2 日目
8:00〜 8:50… 司会：…笠原　群生（成育医療研究センター）
… … 添田英津子（慶応義塾大学　看護医療学部）

「脳死肝移植登録までの心理社会的評価のＡＢＣ：CRTCのアプローチ」
東京大学医学部附属病院　臓器移植医療部　　野尻　佳代
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一般演題	 第3会場　5階［志賀①］　6月14日（木）第1日目

8:30〜 9:15… 合併症1
… 司会：…高田　泰次（愛媛大学大学院医学系研究科　肝胆膵・移植外科）
… … 嶋村　　剛（北海道大学病院　臓器移植医療部）

O-01… 「生体部分肝移植における術後輸血量に関連する因子の検討」
長崎大学病院　集中治療部　　一ノ宮大雅

O-02… 「当院における、生体肝移植後にGVHDを発症した4症例の検討」
京都大学医学部付属病院　小児外科　　金城　昌克

O-03… 「生体肝移植後における門脈ガス血症」
日本赤十字社医療センター　肝胆膵外科　　尾形　　哲

O-04… 「生体部分肝移植における早期経腸栄養の抗炎症作用の検討」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座　外科学　　尾上　隆司

O-05… 「生体肝移植における短期成績に対する、術後MELDスコアの有用性の検討」
九州大学大学院　消化器・総合外科　　戸島　剛男

9:15〜 10:00… 合併症2
… 司会：…山下　裕一（福岡大学医学部　消化器外科）
… … 高槻　光寿（長崎大学　移植・消化器外科）

O-06… 「成人間生体肝移植術後の早期再開腹症例の検討」
九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科）　　吉屋　匠平

O-07… 「当院における生体肝移植後区域グラフトの使用経験」
横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科　　武田　和永

O-08… 「原発性硬化性胆管炎に対する生体肝移植後のY脚吻合部に内ヘルニアを生じた1例」
金沢大学　消化器・乳腺・移植再生外科　　大畠　慶直

O-09… 「肝移植後血栓性微小血管障害（TMA）におけるADAMTS13活性モニタリングの
有用性」

京都大学医学研究科　肝胆膵・移植外科　　秦　浩一郎

O-10… 「門脈下大静脈シャント付き過小グラフトにて肝移植を施行した5症例の長期経過」
愛媛大学医学部　肝胆膵・移植外科　　藤山　泰二
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10:00〜 10:45… 合併症3
… 司会：…池上　俊彦（信州大学医学部附属病院）
… … 副島　雄二（九州大学　肝臓・脾臓・門脈・肝移植外科）

O-11… 「成人肝移植後の腎機能障害の予測因子についての検討」
順天堂大学　肝胆膵外科　　藤原　典子

O-12… 「肝移植周術期における腎不全症例の検討」
長崎大学大学院　移植・消化器外科　　川原　大輔

O-13… 「透析患者に対する生体肝移植の一例」
九州大学　消化器・総合外科　　中川原英和

O-14… 「生体肝移植術後に顔面神経麻痺・感覚障害より発症したGuillain-Barre’…syndrome
の一例」

長崎大学病院　消化器内科　　大橋　和明

O-15… 「生体肝移植術施行3年後に発症した白質脳症の一例」
長崎大学病院　消化器内科　　中村　　裕

13:00〜 13:55… 合併症4
… 司会：…田妻　進（広島大学病院…総合内科・総合診療科）
… … 調　　憲（九州大学　消化器・総合外科）

O-16… 「生体肝移植後難治性胆管狭窄に対して移植肝内胆管—空腸吻合術を行った1例」
藤田保健衛生大学　肝脾外科　　加藤悠太郎

O-17… 「生体肝移植術後、胆管狭窄の現況と危険因子」
順天堂大学医学部　肝胆膵外科　　須郷　広之

O-18… 「生体肝移植後に発生したNODAT…8 症例の検討」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座　外科学　　安部　智之

O-19… 「生体肝移植後胆管空腸吻合部閉鎖に対して胆道鏡とダブルバルーン内視鏡のランデ
ブー法が有用であった一例」

群馬大学大学院　病態総合外科学　　鈴木　秀樹

O-20… 「C型肝炎に対する肝移植における同時性脾摘術とその予後」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座　外科学　　森本　博司

O-21… 「小児生体肝移植合併脾臓摘出術後における門脈系血栓症の検討」
自治医科大学　移植外科　　浦橋　泰然
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13:55〜 14:40… 手術手技1
… 司会：…矢永　勝彦（東京慈恵会医科大学　外科学講座　消化器外科）
… … 佐野　圭二（帝京大学　外科）

O-22… 「生体肝移植レシピエントにおける上腹部正中切開による用手腹腔鏡補助（HALS）
ハイブリッド手術の成績」

長崎大学大学院　移植・消化器外科　　木下　綾華

O-23… 「後区域グラフトを用いた生体肝移植の選択基準と成績」
九州大学医学部　消化器・総合外科　　木村　光一

O-24… 「左葉グラフトを用いた成人生体肝移植における流出路確保のための工夫」
東京女子医科大学　消化器外科　　小寺　由人

O-25… 「脳死肝移植における split…liver…transplantation 症例の検討」
京都大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科　　伊藤　孝司

O-26… 「レシピエント replaced…RHA…による右肝動脈再建後にグラフト再生による肝動脈血
栓症をきたした一例」

岩手医科大学医学部　外科学講座　　長谷川　康

14:40〜 15:25… 手術手技2
… 司会：…窪田　敬一（獨協医科大学　第二外科）
… … 丸橋　　繁（大阪府立成人病センター　消化器外科）

O-27… 「肝門グリソン先行確保による生体肝移植ドナー手術と auto-vein…graft を用いたレ
シピエント肝静脈再建手技」

藤田保健衛生大学　肝脾外科　　加藤悠太郎

O-28… 「萎縮門脈に対して左腎静脈門脈吻合を施行した生体肝移植の一例」
九州大学　消化器・総合外科　　松本　佳大

O-29… 「当院における肝移植時の肝動脈再建方法の工夫ならびに術後成績の報告」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座　外科学　　平田　文宏

O-30… 「レシピエント手術において巨大 shunt への対応」
岩手医科大学　外科　　高原　武志

O-31… 「胆嚢管を利用し胆道再建した成人生体肝移植の1例」
大阪大学大学院　消化器外科学　　中島　慎介

15:25〜 16:30… 拒絶反応
… 司会：…橋本　悦子（東京女子医科大学　消化器病センタ−　内科）
… … 木内　哲也（名古屋大学医学部　移植外科）

O-32… 「クロスマッチ陽性肝移植症例の長期生存を目指して」
弘前大学　先進移植再生医学　　鳴海　俊治
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O-33… 「予期できない液性拒絶反応によるグラフト不全が疑われた2例」
慶應義塾大学　外科　　河地　茂行

O-34… 「インフリキシマブが奏功した肝移植後慢性期ステロイド抵抗性難治性拒絶の2例」
三重大学　肝胆膵・移植外科　　大澤　一郎

O-35… 「抗ＨＬＡ抗体陽性肝移植の１例」
大阪大学大学院　消化器外科学　　門田　和之

O-36… 「ドナー特異的応答性CD4+T細胞フェノタイプのSTATシグナル発現評価法の確立」
広島大学大学院医歯薬学総合研究科　先進医療開発科学講座　外科学　　田中　友加

O-37… 「免疫抑制剤長期使用における問題点と対策」
京都府立医科大学　移植・一般外科　　昇　　修治

O-38… 「CD4陽性リンパ球ATP活性測定とCYP3A5遺伝子多型からみた、生体肝移植術
後免疫抑制状態と予後との関係」

三重大学医学部　肝胆膵・移植外科　　水野　修吾

一般演題	 第4会場　5階［志賀②］　6月14日（木）第1日目

8:30〜 9:25… 劇症肝炎
… 司会：…後藤　満一（福島県立医科大学　臓器再生外科学講座）
… … 持田　　智（埼玉医科大学　消化器内科・肝臓内科）

O-39… 「脳死肝移植待機リストにおける劇症肝炎患者の現状」
順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科　　玄田　拓哉

O-40… 「劇症肝炎に対する肝移植適応ガイドラインの有用性と問題点」
鹿児島大学　消化器疾患・生活習慣病学　　森内　昭博

O-41… 「劇症肝炎における予後予測モデルのオンラインシステム設計」
埼玉医科大学　消化器内科・肝臓内科　　中山　伸朗

O-42… 「劇症肝炎超急性型の移植のタイミング」
昭和大学藤が丘病院　消化器内科　　井上　和明

O-43… 「肝性昏睡合併急性肝不全に対する肝臓内科移植外科協同による地域的診療システム
の治療成績　—11年間の概括と展望—」

手稲渓仁会病院　消化器病センター　　姜　　貞憲

O-44… 「劇症肝炎・遅発性肝不全における血液浄化療法の役割と課題」
北海道大学病院　ME 機器管理センター　　太田　　稔
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9:25〜 10:20… ウイルス・肝癌
… 司会：…田中　榮司（信州大学　消化器内科）
… … 永野　浩昭（大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科）

O-45… 「妊娠17週に発症した亜急性型劇症肝炎に対する生体肝移植後，再度の妊娠を契機
として急性肝炎を発症した1例」

日本赤十字社医療センター　肝胆膵外科　　天野　隆皓

O-46… 「CD34+ 造血幹細胞からリモデリングしたCD56+ 細胞によるHCV増殖抑制効果」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座外科学　　堀田　龍一

O-47… 「当科におけるC型肝炎に対する生体肝移植の現況」
慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科　　田中　真之

O-48… 「胆管浸潤を伴う肝癌に対するABO血液型不適合生体肝移植後長期生存の1例」
東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植外科　　中村　有紀

O-49… 「Salvage…transplantation の安全性と長期予後の検討」
広島大学病院　消化器外科・移植外科　　寺岡義布史

O-50… 「C型肝硬変、肝癌および大腸癌患者に対し生体肝移植と大腸切除術の同時手術を施
行した1例」

東京医科大学　八王子医療センター　消化器外科・移植外科　　岩本　　整

10:20〜 11:00… コーディネート
… 司会：…井山　なおみ（京都大学医学部附属病院　看護部・臓器移植医療部）
… … 高石　真奈美（福岡大学病院　移植医療部）

O-51… 「劇症肝炎患者の脳死肝移植登録に際しての問題点と当院の取り組み」
順天堂大学医学部附属順天堂医院　医療安全推進部　　熊谷久美子

O-52… 「幼少期に生体肝移植を受けた患児の問題点とレシピエント移植コーディネーターの
関わり」

京都大学医学部附属病院　看護部・臓器移植医療部　　藪中　重美

O-53… 「移植コーディネーターと病棟看護スタッフの役割の明確化と連携がもたらす効果」
熊本大学医学部附属病院　東病棟 8 階　　青木真里子

O-54… 「成人生体部分肝移植レシピエントの術後血液データと下肢筋力の推移」
慶應義塾大学病院　リハビリテーション科　　佐野由布子

14:00〜 14:45… 小児移植1
… 司会：…田口　智章（九州大学大学院医学研究院　小児外科学分野）
… … 笠原　群生（国立成育医療研究センター　臓器移植センター）

O-55… 「小児肝肺症候群に対する生体肝移植の経験」
東北大学病院　移植・再建・内視鏡外科　　武田　郁央
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O-56… 「肝肺症候群に対する生体肝移植後急性期の低酸素血症に対し一酸化窒素吸入療法が
有効であった一例」

筑波大学医学医療系　小児外科　　藤代　　準

O-57… 「小児特発性劇症肝不全例の病態に関する検討」
川崎市立川崎病院　検査科　　入江　理恵

O-58… 「小児生体肝移植を施行した線維性嚢胞性肝疾患の検討」
国立成育医療研究センター　　内田　　孟

O-59… 「当科で経験した肝芽腫再発に対する生体肝移植の一例」
弘前大学消化器外科　　梅原　　実

14:45〜 15:30… 小児移植2
… 司会：…大河内信弘（筑波大学　消化器外科・臓器移植学）
… … 藤澤　知雄（済生会横浜市東部病院　こどもセンター）

O-60… 「生体肝移植術を施行した Jeune 症候群の1例」
京都大学医学部附属病院　　高田　斉人

O-61… 「小児生体肝移植における術前門脈血栓・狭窄症例の検討　—術中評価とその工夫に
ついて—」

自治医科大学　移植外科　　浦橋　泰然

O-62… 「小児生体肝移植における門脈吻合部血流の流体力学的考察　—門脈再建法とその合
併症について—」

自治医科大学　移植外科　　浦橋　泰然

O-63… 「肝移植後長期経過症例における線維化の検討」
京都大学大学院医学研究科　外科学講座　　平田　義弘

O-64… 「長期経過小児肝移植患者における抗ドナーHLA抗体と肝生検の検討」
京都大学大学院医学研究科　外科学講座　　吉澤　　淳

15:30〜 16:10… 小児移植3
… 司会：…阿曽沼克弘（熊本大学医学部附属病院　移植医療学）
… … 水田　耕一（自治医科大学　移植外科）

O-65… 「当科における小児肝移植後PTLD症例についての検討」
東北大学病院　移植再建内視鏡外科　　福島　大造

O-66… 「小児生体肝移植後CMV血症に対するバルガンシクロビルの有効性と安全性」
自治医科大学　移植外科　　岡田　憲樹

O-67… 「小児肝移植術後に発症したアレルギー症状の検討」
順天堂大学医学部　肝胆膵外科　　小西奈々美
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O-68… 「小児生体肝移植後脱毛症の３例」
九州大学大学院医学研究院　小児外科　　柳　　佑典

一般演題	 第3会場　5階［志賀①］　6月15日（金）第2日目

10:00〜 10:40… 基礎研究1
… 司会：…野口　和典（地方独立行政法人　大牟田市立病院　消化器内科）
… … 小林　英司（自治医科大学　先端医療技術開発センター　先端治療開発部門）

O-69… 「高齢者ドナー肝に関する基礎的検討：肝再生及び肝障害に関して」
徳島大学外科学　　岩橋　衆一

O-70… 「ブタ急性肝不全モデルにおけるHigh…mobility…group…box-1 吸着カラムの有用性の
検討」

慶應義塾大学医学部　外科　　篠田　昌宏

O-71… 「ヒト脂肪由来幹細胞はVEGFシグナルとは異なる経路で肝細胞傷害を軽減する」
徳島大学　外科学　　山田眞一郎

O-72… 「Small-for-size 肝移植に対する一酸化窒素による臓器保存の効果」
京都大学医学部　肝胆膵・移植外科　　八木眞太郎

10:40〜 11:20… 基礎研究2
… 司会：…横須賀　收（千葉大学大学院医学研究院　腫瘍内科）
… … 大段　秀樹（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　消化器・移植外科学）

O-73… 「全肝由来バイオスキャフォールドを用いた再生肝臓グラフトの移植と機能評価」
慶應義塾大学　医学部　外科　　門多　由恵

O-74… 「心停止ドナーからの肝移植における復温式持続灌流保存の研究」
IMS グループ東戸塚記念病院　　松野　直徒

O-75… 「細胞ソースとしての心停止ドナー肝　−温阻血肝組織におけるCPD加ユーロコリン
ズ液灌流の有効性−」

国立成育医療研究センター　臨床研究センター　　許　　懐哲

O-76… 「間葉系幹細胞を用いたラット冷保存肝臓の移植成績の向上化を目指して」
自治医科大学　先端治療開発部門　　土井　淳司
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11:20〜 11:50… 基礎研究3
… 司会：…田邉　　稔（慶應義塾大学医学部　外科学教室）
… … 下田　慎治（九州大学　血液腫瘍内科）

O-77… 「血液型によって異なるB細胞応答の解析」
広島大学　消化器外科・移植外科　　山下　正博

O-78… 「臓器移植における超急性拒絶反応抑制の試みについて」
愛媛大学医学部　肝胆膵・移植外科　　渡邊　常太

O-79… 「過小グラフトにおける肝由来免疫寛容性の解析」
広島大学大学院　先進医療開発科学講座外科学　　橋本　慎二

13:00〜 13:45… 肝移植種々の問題点1
… 司会：…梅下　浩司（大阪大学大学院医学系研究科　保健学専攻周手術期管理学）
… … 馬場　秀夫（熊本大学大学院　生命科学研究部　消化器外科学）

O-80… 「多発性嚢胞肝症による肝不全に対し生体肝移植を施行した1例」
獨協医科大学　第二外科　　礒　　幸博

O-81… 「生体肝移植前後における骨密度についての検討」
長崎大学病院　消化器内科　　内田信二郎

O-82… 「生体部分肝移植患者に併存した脾動脈瘤の4治療例」
慶應義塾大学　外科　　関本　康人

O-83… 「生体肝移植患者と移植に至らなかった患者の不適応要因」
神戸大学医学部附属病院　看護部　　原　麻由美

O-84… 「成人型シトルリン血症患者に対する国内初の脳死肝移植：本症患者2症例の経験」
信州大学医学部　脳神経内科、リウマチ・膠原病内科　　矢崎　正英

13:45〜 14:30… 肝移植種々の問題点2
… 司会：…島津　元秀（東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植外科）
… … 市川　辰樹（長崎大学病院　消化器内科）

O-85… 「教室におけるドナー肝容積に関する検討」
大阪大学大学院　消化器外科学　　大久保恵太

O-86… 「生体肝移植において高齢ドナーがドナー、レシピエントの術後成績に与える影響に
ついて　〜術後肝再生、ADAMTS13,…vWFの推移〜」

三重大学　肝胆膵・移植外科　　種村　彰洋

O-87… 「原発性胆汁性肝硬変で肝移植後7年目に de…novo…自己免疫性肝炎を発症した一例」
東京女子医科大学　消化器内科　　小木曽智美
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O-88… 「術前に診断し得なかった甲状腺濾胞癌合併患者の生体肝移植の臨床経過」
獨協医科大学　第二外科　　北　　順二

O-89… 「原発性硬化性胆管炎に対する肝移植術後に潰瘍性大腸炎，アトピー性皮膚炎の増悪
緩解を繰り返している一例」

藤田保健衛生大学医学部　小児外科　　鈴木　達也

14:30〜 15:10… 肝移植種々の問題点3
… 司会：…神代　龍吉（久留米大学医学部　医学教育学）
… … 松波　英寿（社会医療法人　蘇西厚生会　松波総合病院）

O-90… 「肝移植後におけるVirtual…Touch…Tissue…Quantification による非侵襲性肝線維化
評価について」

長崎大学病院　消化器内科　　山口　東平

O-91… 「肝移植後レシピエントにおける睡眠障害の検討」
長崎大学病院　消化器内科　　成田　翔平

O-92… 「生体肝移植における早期経腸栄養療法の有用性」
慶應義塾大学医学部　外科　　藤村　知賢

O-93… 「生体肝移植患者における術後から退院までの食事摂取量パターンの解析」
長崎大学病院　栄養管理室　　古谷　順也

15:10〜 15:40… 血液型不適合
… 司会：…上野　義之（山形大学医学部　消化器内科）
… … 海道　利実（京都大学肝胆膵・移植外科）

O-94… 「Rituximab 及び局所注入療法を用いた血液型不適合生体肝移植成績」
京都大学　肝胆膵・移植外科　　小川　晃平

O-95… 「血液型不適合成人生体肝移植における治療戦略：動・門注療法および術前血漿交換
を行わないプロトコールの妥当性」

熊本大学　小児外科・移植外科　　山本　栄和

O-96… 「抗血液型抗体高値（1024ｘ）の胆道閉鎖症乳児例にABO血液型不適合生体肝移植
を行った１例」

神奈川県立こども医療センター　外科　　新開　真人


