
第 28 回日本心臓移植研究会学術集会プログラム 
平成 21 年 10 月 31 日（土） 501 会場 

     
会長挨拶 8：30-8：40    会長：高本眞一 東京大学名誉教授

 一般演題 8：40-9：20                        

移植後合併症対策        座長：井口篤志 東北大学 心臓血管外科 

                   福嶌教偉 大阪大学医学部附属病院 移植医療部 

 １．抗体関連型拒絶反応により術後免疫抑制療法に難渋した、 
  high PRA の一症例 

永田庸二 国立循環器病センター 

２．心臓移植後、拡張機能障害を呈し心不全に至った 1症例 

  肥後友彰 大阪大学医学部附属病院 循環器内科 

３．エベロリムス（サーティカン®）を使用した心移植患者 4例の経験 

  志賀太郎 東京大学医学部附属病院 循環器内科 

４．エベロリムスにより増悪した下痢に難渋した一例 

  中嶋 俊 東京女子医科大学東医療センター 内科 

  

シンポジウム① 9:20-10:10               

小児心臓移植をめぐる諸問題  座長：佐野俊二 岡山大学病院 心臓血管外科 

                  中西敏雄  東京女子医科大学 循環器小児科 

 １．消化器症状が PTLD の診断契機となった小児心移植の 1例 

  二瓶聡美 東京女子医科大学東医療センター 小児科 

２．当院における小児心臓移植適応患者の検討 

  福嶌教偉 大阪大学 心臓血管外科 

３．10 年間における小児重症心不全に対する治療経験 

  津久井宏行 東京女子医科大学 心臓血管外科 

４．小児心臓移植における現状 －渡航移植と術前補助循環－ 

  西村 隆 東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座 

   

ポスターセッション① 10:10-10:40            
移植をめぐる諸問題        座長：松居喜郎 北海道大学 心臓外科 

 １．Isovolumic acceleration を用いた心臓移植後の心機能･拒絶の評価 

  清水美妃子 東京女子医科大学循環器 小児科 



 

２．異所性心移植モデルによるラット虚血性心筋症に対する 
  機械的左室補助の影響 

   村中弘之 京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科 
３． 冷却心筋保護液へのピルビン酸付加は長時間心保存後の 
  新生仔未熟心筋の機能を改善する 

   齋木佳克 東北大学 心臓血管外科 

４．心臓移植の医療費について 

  久木基至 東京大学医学部 重症心不全治療開発講座 

５．心臓移植後 3種類の房室結節回帰性頻拍を認め、 
  アブレーションに成功した一例 

  池田礼史 埼玉医科大学国際医療センター 心臓病センター 

６．乳児重症心不全患者渡航搬送の経験 

  豊田彰史 東京大学医学部附属病院 小児科 

  

招請講演（１） 10:40-11:40                

                   座長：小野 稔 東京大学 心臓外科 

 Lessons Learned in the Surgical Management of Pediatric Patients 

Undergoing HaertTransplantation 

 演者：Jonathan.M.Chen M.D. コロンビア大学 

  

報告   11:40-12:00                                         

日本心臓移植研究会事務局報告     松田 暉 兵庫医科大学 

日本循環器学会報告         西垣和彦 岐阜大学            

レジストリー           中谷武嗣 国立循環器病センター             

   

ランチョンセミナー 12:00-13:00             

                   座長：村上 新 東京大学 心臓外科 

 Special aspects of pediatric heart transplantation-Columbia experience 

 演者：Linda.J.Addonizio M.D コロンビア大学 

  

シンポジウム② 13:00-13:50               

術前術後管理をめぐる諸問題    座長：山崎健二 東京女子医科大学 心臓外科 

                     富永隆二 九州大学 心臓外科 



 １．九州大学病院ハートセンターにおける Toyobo 型 LVAS の現状

  田ノ上禎久 九州大学病院ハートセンター 心臓血管外科 

２． 植込型左室補助人工心臓による在宅心移植待機 

   斎藤俊輔 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 

３．わが国における心移植の現状とドナー管理の重要性 

  小野 稔 東京大学 心臓外科 

４．当院における心移植後免疫抑制療法：国内心移植 26 例の検討 

  村田欣洋 国立循環器病センター 

  

トピック  13:50-14:50                                                   

                              座長：布田伸一 東京女子医科大学東医療センター 内科 

 Carcineurin Inhibitor-free Immunosupression using Everolimus(Certican) 

After heart transplantation : 2years’ follow up 

 演者：Jörg Stypmann M.D. ミュンスター大学 

  

ポスターセッション② 14:50-15:20            

成人症例検討            座長：西村元延 鳥取大学 心臓血管外科 

 １．診断に難渋したサルコイドーシスの 1症例 

  秋山正年 東北大学大学院 心臓血管外科 

２．LVAS による Fontan 循環下での長距離飛行を行った一例 

  坂本真理 国立循環器病センター 心臓血管外科 

３．埋め込み型定常流補助人工心臓を用いて 
  心臓移植へのブリッジに成功した 1症例 

  縄田 寛 東京大学医学部 心臓外科 

４．長期型植込み型左心補助人工心臓（TRE-689）の経験 

  藤本智子 九州大学病院ハートセンター 心臓血管外科 

５．当院における心臓移植適応患者の動向 

  遠藤美代子 東京大学医学部附属病院 看護部 

  

パネルディスカッション 15:20-16:20                             

小児補助循環             座長：森田茂樹 佐賀大学 心臓外科 

                      松宮護郎 千葉大学 心臓外科 



  座長イントロダクション 

 松宮護郎 

１．国立循環器病センター型補助人工心臓植込みを施行した小児症例の検討 

  駒ヶ嶺正英 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 

２．心移植の適応と考えられた左心低形成症候群(HLHS)の 2 例 

  益澤明広 日本赤十字社医療センター 心臓血管外科 

３．両心補助人工心臓装着を余儀なくされた患者の   
  一般病棟における看護の一考察 

  加賀美幸江 東京大学医学部附属病院 看護部 

４． RVAD-ECMO を導入した、小児（25kg）の LVAS 症例の経験 

   赤須晃治 久留米大学医学部外科 

５． 小児心臓移植開始の準備段階としての低容量補助循環の開発 

   市川肇 国立循環器病センター 心臓血管外科 

  

招請講演（２） 16:20-17:20                               

                            座長：澤 芳樹 大阪大学心臓外科 

 植込型左心補助人工心臓の世界状況 

 演者：野尻知里 テルモハート会長 

  

 

緊急検討課題 17:20-18:00                

             座長：髙本眞一 三井記念病院長 東京大学名誉教授 

 臓器移植法改正施行への準備と課題 

 パネリスト：福嶌教偉 大阪大学 心臓血管外科 

       佐野俊二 岡山大学 心臓血管外科 

 閉会の辞  18：00-18：10     
会長：高本眞一  

 


