
第 35 回日本心臓移植研究会学術集会 

プログラム 

2016 年 10 月 9 日（日） 

 

開会挨拶  8:55 

 会長：松居 喜郎（北海道大学大学院医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野） 

 

一般演題① BTT としての補助人工心臓(VAD) 

9:00~10:00（発表 7 分 質疑応答 3 分） 

      座長：中谷 武嗣（特定医療法人清翠会 牧病院） 

         塩瀬 明（九州大学大学院医学研究院 循環器外科） 

O1-1 劇症型心筋炎による急性循環不全に対して経皮的補助心肺装置から両心補助人工

 心臓へ移行し救命し得た 3 例 

  平山 和人他 九州大学病院 心臓血管外科 

  O1-2 植込み型補助人工心臓の植込み前後に違う薬剤によるアレルギーを呈した一例 

  宮澤 宏幸他 名古屋第二赤十字病院 

O1-3 植込み型補助人工心臓装着中の再入院の現状と対策 

  秋山 正年他 東北大学病院 心臓血管外科  

O1-4 多剤耐性緑膿菌にて体外式補助人工心臓を離脱し、植込み型補助人工心臓装着後

 に心臓移植を施行し得た心サルコイドーシスの１例 

  入江 翔一他 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 

O1-5 植込型左心補助人工心臓装着中にポンプ感染を合併した症例に対する心臓移植 

  牛島 智基他 九州大学病院 心臓血管外科 

O1-6 LVAD 装着中に蛋白漏出性胃腸症(PLE)を発症し、心臓移植後も寛解を認めなかっ

 た 1 例 

  服部 英敏他 東京女子医科大学 循環器内科 

 

特別講演①  

10:00~11:00 

SL-1 Transplantation in the Era of long term LVADs 

 座長：松居 喜郎  北海道大学大学院医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野 

 演者：Prof. Nir Uriel Division of Cardiology, University of Chicago, Illinois, USA 



一般演題② 心移植及び移植後管理・コーディネーション 

11:00~12:10（発表 7 分 質疑応答 3 分） 

         座長：布田 伸一（東京女子医科大学大学院重症心不全制御学分野 

            東医療センター心臓血管診療部） 

                 山崎 健二（東京女子医科大学 心臓血管外科） 

O2-1 当院と移植施設で併診している心移植後患者の予定外受診・入院の検討 

  小田 登他 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 循環器内科 

O2-2 ホジキンリンパ腫寛解後に心臓移植申請を行った 1 症例 

  西嶋 修平他 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科  

O2-3 高度の蛋白尿によりエベロリムス中止を余儀なくされた心肺移植後の症例 

  塚本 泰正他 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 

O2-4 心臓移植後のカルシニューリン阻害薬の違いによる臨床経過の違い 

  網谷 英介他 東京大学医学部附属病院 循環器内科 

O2-5 心臓移植前のオリエンテーションに関する実践の報告 

  加藤 美香他 北海道大学病院 看護部 医科外来ナースセンター 

O2-6 小児心臓移植におけるレシピエント移植コーディネーターの関わりとその実際 

  土屋 美代子 埼玉医科大学国際医療センター 看護部 

O2-7 移植実施施設認定に向けての名古屋大学の取り組み 

 六鹿 雅登他 名古屋大学 心臓外科 

 

 

ランチョンセミナー  

12:10~13:10 

LS-1 Heart transplantation in Germany and Europe : Current situation  

 and future aspects 

座長：紙谷 寛之  旭川医科大学外科学講座 心臓大血管外科学分野 

 演者：Udo Boeken, M.D., Ph.D. Department of Cardiovascular Surgery,  

     University Hospital Düsseldorf, Germany 

共催：アステラス製薬株式会社 

  



レジストリー報告  

13:15~13:30 

 福嶌 教偉 国立循環器病センター 移植医療部 

 

特別講演② 臓器移植における細胞治療を用いた免疫寛容誘導 

13:30~14:30 

 座長：大岡 智学 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 

 演者：山下 健一郎 北海道大学大学院医学研究科 移植外科学分野 

 

特別セッション① 心肺同時移植の現状と課題 

14:30～15:30 (発表 15 分（SS-1 は 5 分）全体討論 10 分)  

    座長：福嶌 教偉（国立循環器病センター 移植医療部） 

       磯部 光章（東京医科歯科大学大学院 循環制御内科学分野） 

SS1-1 心肺同時移植適応検討の現況 

  篠岡 太郎 東京医科歯科大学 循環器内科 

SS1-2 心肺同時移植の現状 3 例の報告 

  上野 高義 大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座心臓血管外科 

SS1-3 心肺同時移植適応患者の臨床像と移植前後の管理 

  小垣 滋豊 大阪大学大学院医学系研究科 小児科 

SS1-4 心肺同時移植における呼吸器外科の役割 

  奥村 明之進 大阪大学 呼吸器外科 

 

特別セッション②  北海道発 脳死臓器提供のこれまでとこれから 

15:30~16:30（発表 10 分 全体討論 10 分） 

    座長：嶋村 剛（北海道大学大学院医学研究科 移植外科学分野） 

        ：鹿野 恒（市立札幌病院 救命救急センタ－） 

SS2-1 初めての脳死下臓器提供を経験して 

  林 浩幸他 北見赤十字病院 医療社会事業部 

SS2-2 脳神経外科学会基幹施設としての脳死下臓器提供の現状と取り組み 

  麓 健太朗他 社会医療法人医仁会 中村記念病院 脳神経外科 

SS2-3 臓器提供施設における院内 Co の役割と今後の課題 

  高橋 美香他 社会医療法人医仁会 中村記念病院 看護部 



SS2-4 脳死下臓器提供を選択する患者家族への看護に関する認識と課題 

  石橋 進也 北海道大学病院 ICU･救急部ナースセンター 

SS2-5. 脳死下の臓器提供は選択肢の一つでしかない 

  早川 峰司 北海道大学病院 先進急性期医療センター 

 

閉会挨拶 16:30  

 会長：松居 喜郎 （北海道大学大学院医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野） 

 

 

 

  


