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プログラム 

開会の辞    ９：３０～９：３５ 

会長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科学） 

  

§１．要望演題①：困難症例検討会                           ９：３５～１１：２０  

      座長： 大石 久（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 

杉本 誠一郎（岡山大学病院 臓器移植医療センター） 

ディスカッサント： 佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科） 

        舟木 壮一郎（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学） 

        早稲田 龍一（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科） 

コメンテーター： 伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科） 

千田 雅之（獨協医科大学 呼吸器外科） 
 

１．肺移植後成績の芳しくないレシピエント群－乳幼児肺移植 

岡山大学病院 呼吸器外科/臓器移植医療センター 

大谷 真二，石原 恵，石上 恵美，松原 慧，清水 大，富岡 泰章，山本 治慎， 

塩谷 俊雄，諏澤 憲，三好 健太郎，山本 寛斉，岡﨑 幹生，杉本 誠一郎， 

山根 正修，豊岡 伸一 
 

ディスカッサント： 佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科）      

コメンテーター  ： 伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科） 
 

２．脳死右片肺移植後生じた肺動脈狭窄に対し、外科的に肺動脈形成術を施行した 1例   

1)大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学 

2)大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学 

永田 秀樹 1)，柴田 明有美 1)，河中 聡之 1)，木村 賢二 1)，福井 絵里子 1)，狩野 孝 1)， 

大瀬 尚子 1)，舟木 壮一郎 1)，南 正人 1)，平 将生 2)，上野 高義 2)，澤 芳樹 2)， 

新谷 康 1) 
 

ディスカッサント： 佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科）      

コメンテーター  ： 伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科） 
 

 

３．造血幹細胞移植後の肺障害による間質性肺炎に対して脳死片肺移植を行った症例の身体機能と

リハビリテーションの中長期的経過報告 

1)東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部 

2)東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 

長谷川 真人 1)，安井 健 1)，横田 一彦 1)，兼岡 麻子 1)，大木 孝裕 1)，篠田 裕介 1)， 

長山 和弘 2)，佐藤 雅昭 2)，中島 淳 2)，芳賀 信彦 1) 
 

ディスカッサント： 舟木 壮一郎（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学）      

コメンテーター  ： 伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科） 
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４．脳死片肺移植後残存肺に発生した小細胞癌に集学的治療施行した１例  

1)獨協医科大学  呼吸器外科 

2)獨協医科大学病院  総合がん診療センター 

3)獨協医科大学病院  看護部 

井上 尚 1），今村 信宏 1），立花 太明 1），野村 亜矢 3），荒木 修 1），菅沼 良恵 3）， 

前田 寿美子 1），千田 雅之 1） 
 

ディスカッサント： 舟木 壮一郎（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学）      

コメンテーター  ： 伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科） 
 

５．慢性肉芽腫症に対する骨髄移植後肺障害で複数回の気胸手術歴があり長期間在宅人工呼吸下

の男児に対する脳死両肺移植 

京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 

湯浅 樹，田中 里奈，長田 駿一，森谷 哲士，豊 洋次郎，山田 義人，大角 明宏， 

中島 大輔，濱路 政嗣，伊達 洋至 
 

ディスカッサント： 舟木 壮一郎（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学）      

コメンテーター  ： 千田 雅之（獨協医科大学 呼吸器外科） 
 

６．脳死片肺移植後の自己肺に発症した深在性肺真菌感染(Emericella echinulata)を外科的生検

にて診断した 1例  

1)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 

2)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 

3)千葉大学 真菌医学研究センター 

稲毛 輝長 1），鈴木 秀海 1），川崎 剛 2)，海寳 大輔 1），豊田 行英 1），田中 教久 1）， 

坂入 祐一 1），和田 啓伸 1），中島 崇裕 1），渡辺 哲 3)，吉野 一郎 1） 
 

ディスカッサント： 早稲田  龍一（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）      

コメンテーター  ： 千田 雅之（獨協医科大学 呼吸器外科） 
 

７．肺移植後の繰り返す気道狭窄に対しパクリタキセル溶出バルーンを用いて拡張術を行なった 1

例  

長崎大学大学院 腫瘍外科 

朝重 耕一，土谷 智史，松本 桂太郎，宮﨑 拓郎，土肥 良一郎，町野 隆介， 

溝口 聡，松本 理宗，肥田 泰慈，永安 武 
 

ディスカッサント： 早稲田  龍一（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）      

コメンテーター  ： 千田 雅之（獨協医科大学 呼吸器外科） 
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   総会（オンデマンド配信）                                                                                   

大石 久（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野）  

 

   登録報告（オンデマンド配信）                                                                                     

   杉本 誠一郎（岡山大学病院 臓器移植医療センター）  

 

   スポンサードセミナー（オンデマンド配信）                                                                 

司会：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科学） 

 

S1．肺移植後悪性腫瘍 up-to-date  -更なる生存率向上を目指して- 

宮崎 拓郎（長崎大学大学院 腫瘍外科） 

 

S2．肺移植適応判定の実際 

石塚 全（福井大学学術研究院医学系部門病態制御医学講座 内科学(３)分野） 
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§２．要望演題②：脳死肺移植 up-to-date                  １３：００～１５：３０   

座長： 前田 寿美子（獨協医科大学 呼吸器外科学講座） 

                         中島 大輔（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科）     

ディスカッサント： 星川 康（藤田医科大学医学部 呼吸器外科学） 

 鈴木 秀海（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学） 

  松本 桂太郎（長崎大学 腫瘍外科） 

コメンテーター： 岡田 克典（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 

 南 正人（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学） 

  白石 武史（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）   
  

８．脳死ドナー肺摘出術トレーニング用手術動画の作成 

1)藤田医科大学医学部 呼吸器外科学 

2)藤田医科大学医学部  移植・再生医学 

3)京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 

松田 安史 1)，石沢 久遠 1)，河合 宏 1)，鈴木 大和 1)，長野 裕充 1)，倉部 亜由美 1)， 

會田 直弘 2)，伊藤 泰平 2)，田中 里奈 3)，大角 明宏 3)，伊達 洋至 3)，剣持 敬 2)， 

星川 康 1)   

ディスカッサント： 鈴木 秀海（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学）   

コメンテーター  ： 岡田 克典（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 
 

９．京都大学での脳死両肺移植手術手順と技術伝承（指定）  

京都大学医学部附属病院 呼吸器外科  

伊達 洋至，磯見 真希，田中 里奈，豊 洋次郎，山田 義人，濱路 正嗣， 

大角 明宏，中島 大輔 

ディスカッサント： 星川 康（藤田医科大学医学部 呼吸器外科学）   

コメンテーター  ： 岡田 克典（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 
 

１０．脳死両肺移植におけるオーバーサイズグラフトに対する肺葉移植  

京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 

藤本 遼，中島 大輔，田中 里奈，山田 義人，豊 洋次郎，大角 明宏，濱路 政嗣， 

毛受 暁史，伊達 洋至  
  

ディスカッサント： 星川 康（藤田医科大学医学部 呼吸器外科学）   

コメンテーター  ： 岡田 克典（東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 
 

１１．獨協医大での試み：脳死反転肺移植の３例  

獨協医科大学 呼吸器外科 

千田 雅之，今村 信宏，立花 太明，井上 尚，荒木 修，前田 寿美子  
 

ディスカッサント： 星川 康（藤田医科大学医学部 呼吸器外科学）   

コメンテーター  ： 白石 武史（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科） 
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１２．脳死肺移植の術中・術後管理（指定） 

岡山大学病院 麻酔科蘇生科 

小林 求   
 

ディスカッサント： 松本 桂太郎（長崎大学 腫瘍外科）   

コメンテーター  ： 白石 武史（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科） 
 

１３．本邦における肺移植時の一酸化窒素ガス（NO）使用状況に関する実態調査  

1)東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 

2)京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 

3)岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科 

4)東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野  

5)福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 

6)大阪大学医学部附属病院 呼吸器外科 

7)獨協医科大学 呼吸器外科 

8)長崎大学病院 腫瘍外科（第一外科） 

9)千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科 

吉安 展将 1)，佐藤 雅昭 1)，中島 大輔 2)，富岡 泰章 3)，渡辺 有為 4)，白石 武史 5)， 

舟木 壮一郎 6)，前田 寿美子 7)，朝重 耕一 8)，中島 崇裕 9)，土谷 智史 8)， 

杉本 誠一郎 3)，吉野 一郎 9)，永安 武 8)，千田 雅之 7)，南 正人 6)，岡田 克典 4)， 

豊岡 伸一 3)，伊達 洋至 2)，中島 淳 1) 
  

ディスカッサント： 松本 桂太郎（長崎大学 腫瘍外科）   

コメンテーター  ： 白石 武史（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科） 
 

１４．当院における間質性肺炎の肺移植後についての検討 

1)福岡大学病院 呼吸器内科 

2)福岡大学病院 呼吸器・乳腺・小児外科 

平野 涼介 1)，大崎 優亮 1)，池内 伸光 1)，温 麟太郎 1)，中尾 明 1)，井形 文保 1)， 

青山 崇 1)，吉田 祐士 1)，原田 泰志 1)，井上 博之 1)，白石 武史 2)，藤田 昌樹 1) 
 

ディスカッサント： 松本 桂太郎（長崎大学 腫瘍外科）   

コメンテーター  ： 南 正人（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科） 
 

１５．脳死肺移植後 CLAD：新たな定義と日本での応用（指定）  

東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 

佐藤 雅昭 
 

ディスカッサント： 鈴木 秀海（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学）   

コメンテーター  ： 南 正人（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科） 
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１６．Medical Assistance in Dying ドナー肺の移植経験 

1)東北大学  呼吸器外科 

2)Department of Surgery, Toronto Lung Transplant Program and Multiorgan Transplant 

Program 

渡邉 龍秋 1)2), 河野 幹寛 2), 渡辺 有為 1)2), 平間 崇 1), 大石 久 1), 新井川 弘道 1),  

野田 雅史 1), Marcelo Cypel2), 岡田 克典 1) 

 

ディスカッサント： 鈴木 秀海（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学）   

コメンテーター  ： 南 正人（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科） 
 

 

 

閉会の辞    １５：３０～１５：３５  

        会長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科学） 
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§３．一般演題①：基礎研究（オンデマンド配信）                                                                             

座長：宮崎 拓郎（長崎大学大学院 腫瘍外科） 

田中 里奈（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科）  

 

１７．人工肺による長期肺補助が自己肺に及ぼす影響 

1)東京大学大学院医学系研究科 呼吸器外科 

2)東京都健康長寿医療センター 呼吸器外科 

3)東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 

4)東京大学大学院医学系研究科 生体機能制御学分野 

5)東京都健康長寿医療センター 病理診断科 

6)東京大学大学院医学系研究科 心臓外科 

登 祐哉 1)，安樂 真樹 1)2)，原 伸太郎 3)，小野 俊哉 4)，磯山 隆 4)，井下 尚子 5)， 

小野 稔 6)，中島 淳 1) 
 

１８．肺の虚血再灌流障害における抗炎症性脂質メディエーターResolvin D1 及び Lipoxin A4 の

動態と効果 

京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科学 

尾田 博美，田中 里奈，横山 雄平，池田 政樹，上田 聡司，栢分 秀直， 

豊 洋次郎，山田 義人，大角 明宏，濱路 政嗣，中島 大輔，伊達 洋至 
 

１９．マウス気管移植モデルを用いた拒絶反応における PD-L1の関連についての検討 

1)千葉大学大学院医学研究院  呼吸器病態外科学 

2)千葉大学大学院医学研究院  免疫細胞医学 

3)千葉大学大学院医学研究院  免疫発生学 

海寳 大輔 1)，鈴木 秀海 1)，松本 寛樹 1)，豊田 行英 1)，稲毛 輝長 1)，田中 教久 1)， 

坂入 祐一 1)，中島 崇裕 1)，木内 政宏 3)，本橋 新一郎 2)，中山 俊憲 3)，吉野 一郎 1) 
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§４．一般演題②：臨床研究（オンデマンド配信）                                                                             

 座長：大谷 真二（岡山大学病院 呼吸器外科） 

  此枝 千尋（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科）  
  

２０．肺移植待機患者の予後予測因子としての C反応性蛋白/アルブミン比 (CAR)の有用性の検討 

大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科 

松井 優紀，狩野 孝，木村 賢二，福井 絵里子，大瀬 尚子，舟木 壮一郎， 

南 正人，新谷 康 
 

２１．脳死肺移植術前における脊柱起立筋 CT値の低下は術後の予後不良因子である 

1)京都大学医学部附属病院  リハビリテーション部 

2)名古屋大学大学院医学研究科  呼吸器外科学 

3)京都大学大学院医学研究科  呼吸器外科学 

大島 洋平 1），佐藤 晋 1），芳川 豊史 2），中島 大輔 3），田中 里奈 3），山田 義人 3）， 

豊 洋次郎 3），濱路 政嗣 3），大角 明宏 3），伊達 洋至 3），松田 秀一 1） 
 

２２．肺移植後サルコペニアの継時的変化 

1)東北大学病院 リハビリテーション部 

2)東北大学病院 臓器移植医療部 

3)東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 

4)東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野 

新國 悦弘 1)，平間 崇 2)3)，早坂 一希 3)，熊田 早希子 3)，小丹 晋一 1)，渡辺 有為 3)， 

大石 久 3)，新井川 弘道 3)，上月 正博 4)，岡田 克典 3) 
 

２３．肺移植患者におけるイトラコナゾール予防投与下の侵襲性肺アスペルギルス発症に関連す

るリスク因子の探索 

1)京都大学医学部附属病院 薬剤部 

2)京都大学医学部附属病院 感染制御部 

3)京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 

片田 佳希 1)2)，中川 俊作 1)，長尾 美紀 2)，吉田 優子 1)，米澤 淳 1)，田中 里奈 3)， 

山田 義人 3)，豊 洋次郎 3)，大角 明宏 3)，中島 大輔 3)，濱路 正嗣 3)，伊達 洋至 3)， 

中川 貴之 1) 
 

２４．心臓外科と合同で行う「献体を用いた臓器摘出トレーニング」in Clinical Anatomy 

Laboratory Nagoya (CALNA) 

1)名古屋大学 呼吸器外科 

2)名古屋大学 心臓外科 

中村 彰太 1)，六鹿 雅登 2)，尾関 直樹 1)，門松 由佳 1)，仲西 慶太 1)，伊藤 英樹 2)， 

碓氷 章彦 2)，芳川 豊史 1） 
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§５．一般演題③：症例報告（オンデマンド配信）                                                                             

  座長：和田 啓伸（国際医療福祉大学成田病院 呼吸器外科） 

  狩野 孝（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学）  
 

２５．BK ウイルス感染症による出血性膀胱炎で周術期治療に難渋した小児生体肺移植の 1 例 

1)岡山大学病院 臓器移植医療センター/呼吸器外科 

2)岡山大学病院 臓器移植コーディネーター 

富岡 泰章 1)，大谷 真二 1)，石上 恵美 2)，石原 恵 2)，松原 慧 1)，清水 大 1)， 

山本 治慎 1)，塩谷 俊雄 1)，三好 健太郎 1)，岡﨑 幹生 1)，杉本 誠一郎 1)， 

山根 正修 1)，豊岡 伸一 1) 
 

２６．両側生体肺移植術後遠隔期に両側気胸を発症した１例 

1)藤田医科大学医学部 呼吸器外科学 

2)藤田医科大学医学部  小児外科学 

3)藤田医科大学病院 医療の質管理室 

松田 安史 1)，石沢 久遠 1)，河合 宏 1)，鈴木 大和 1)，長野 裕充 1)，倉部 亜由美 1)， 

安井 稔博 2)，鈴木 達也 2)，安田 あゆ子 3)，星川 康 1) 
 

２７．脊柱側弯症患者に対する脳死両肺移植、術後合併症の経験 

岡山大学病院  呼吸器外科 

山本 治慎，大谷 真二，清水 大，松原 慧，富岡 泰章，塩谷 俊雄，三好 健太郎， 

岡﨑 幹生，杉本 誠一郎，山根 正修，豊岡 伸一 
 

２８．肺移植後に発症したα-グルコシダーゼ阻害薬内服中の腸管嚢胞様気腫症の一例 

1)北海道大学大学院 医学研究院 循環器・呼吸器外科学教室 

2)市立釧路総合病院 外科 

大塚 慎也 1)2)，氏家 秀樹 1)，加藤 達哉 1)，千葉 龍平 1)，椎谷 洋彦 1)，藤原 晶 1)， 

樋田 泰浩 1)，加賀 基知三 1)，若狭 哲 1)，井上 玲 2)，飯村 泰昭 2) 
 

２９．シャント造設を契機に片側肺の肺水腫及び肺高血圧を来した両側生体肺移植後 CLADの一例 

1)岡山大学病院 呼吸器外科 

2)金沢大学附属病院 小児科 

3)岡山大学病院  臓器移植医療センター 

清水 大 1)，三好 健太郎 1)，東馬 智子 2)，松田 裕介 2)，富岡 泰章 3)，松原 慧 1)， 

塩谷 俊雄 3)，山本 治慎 1)，大谷 真二 1)，岡﨑 幹生 1)，杉本 誠一郎 3)， 

山根 正修 1)，豊岡 伸一 1) 

 

３０．脳死肺移植後の De-novo肺癌の 1 例 

長崎大学大学院 腫瘍外科/長崎大学病院 移植コーディネーター 

土肥 良一郎，土谷 智史，松本 桂太郎，宮崎 拓郎，朝重 耕一，町野 隆介， 

溝口 聡，松本 理宗，辻 あゆみ，永安 武 
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§６．一般演題④：レシピエント管理（オンデマンド配信）                                                                                                       

   座長：三好 健太郎（岡山大学病院 呼吸器外科） 

   宮原 聡（福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）  
 

３１．V-A ECMO導入困難が想定される肺高血圧症患者の肺移植周術期マネージメント 

1)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 

2)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 

関根 亜由美 1），川﨑  剛 1），北原 慎介 1），重田 文子 1），坂尾 誠一郎 1）， 

稲毛 輝長 2），和田 啓伸 2），鈴木 秀海 2），中島 崇裕 2），吉野 一郎 2） 

 
 

３２．増悪入院を繰り返した肺移植待機中の COPD症例に対するリハビリテーションの経験 

1)千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部 

2)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学  

3)千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 

4)国際医療福祉大学成田病院 呼吸器外科 

稲垣 武 1)，川崎 剛 2)，古川 誠一郎 1)，稲毛 輝長 3)，和田 啓伸 3)4)，鈴木 秀海 3)， 

中島 崇裕 3)，吉野 一郎 3)，村田 淳 1) 
 

３３．ICT（Information and Communication Technology）を用いた肺移植術後患者のモニタリン

グシステムの開発 

東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 

篠原 義和，山本 一道，吉安 展将，師田 瑞樹，登 祐哉，山口 寛和，川島 峻， 

井尻 直宏，柳谷 昌弘，長野 匡晃，此枝 千尋，北野 健太郎，佐藤 雅昭，中島 淳 
 

３４．肺移植非実施施設における肺移植関連患者の診療の実態 

名古屋大学 呼吸器外科 

芳川 豊史，坪内 秀樹，仲西 慶太，矢澤 まり，杉山 燈人，門松 由佳， 

上野 陽史，後藤 真輝，尾関 直樹，中村 彰太，福井 高幸 
 

３５．終末期の肺移植後患者に対して多職種で介入した経験 

1)東京大学医学部附属病院 看護部 

2)東京大学医学部附属病院  臓器移植医療センター 

3)東京大学医学部附属病院  呼吸器外科 

亀井 梨花 1），佐藤 遥 1)，朝倉 理絵子 1)，小澤 朝子 1)，玉城 七海 2)，此枝 千尋 3)， 

佐藤 雅昭 3)，中島 淳 3) 

 

 

 

 

  


