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臓器横断的シンポジウム

9月19日（日）	 第1会場〈エミネンスホール（5階）〉	 08：00～ 10：00

臓器横断的シンポジウム　1
COVID-19流行期、その後の臓器提供・移植

■座長　小野　元（聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経外科）
　　　　湯沢　賢治（国立病院機構水戸医療センター臓器移植外科）

CSY1-1	 SARS-CoV-2 感染培養システムによる免疫抑制剤のウイルス抑制効果の検討
田中　友加（ 広島大学 大学院医系科学研究科 消化器・移植外科学）

CSY1-2	 COVID-19 と臓器移植との関わり
寺嶋　毅（ 東京歯科大学市川総合病院 呼吸器内科）

CSY1-3	 新型コロナウイルス感染拡大の中での院内コーディネーター研修の実施状況等に関する調査
朝居　朋子（ 脳死下・心停止後の臓器・組織提供における効率的な連携体制の構築に資する研究班）

CSY1-4	 2020 年コロナ禍、全国救命救急センターにおける臓器提供の実態調査から見えたこと
稲田　眞治（ 名古屋第二赤十字病院 救急科）

CSY1-5	 コロナ禍における脳死下臓器提供の経験	
移植 Co の立場として

高橋　美香（ 公益財団法人 北海道移植医療推進財団）
CSY1-6	 コロナ禍における臓器提供機会の損失について

関　一馬（ 北里大学病院 移植医療支援室）
CSY1-7	 Covid-19 と臓器移植	（ニューヨークでの多臓器移植フェローシップ中に起こったコロナ危機の経験

を踏まえ）
三浦　敬史（ 原三信病院 外科）

CSY1-8	 COVID-19 感染流行期における本邦の臓器提供と移植医療の現状	
‐ 厚生労働科学特別研究事業による調査研究 ‐

伊藤　泰平（ 藤田医科大学 移植・再生医学）
CSY1-9	 コロナ禍での安心安全な移植医療

山永　成美（ 熊本赤十字病院 第一外科）
CSY1-10	 コロナ禍・アフターコロナの臓器提供・移植を安心安全なものにするための方策

吉川　美喜子（ 京都府立医科大学 移植・一般外科）
CSY1-11	 		Controlled	DCD( 心停止ドナー ) に我々はどう向き合うか：心臓移植の立場から

松田　暉（ 嘉健会思温病院）

9月19日（日）	 第1会場〈エミネンスホール（5階）〉	 16：35～ 18：20

臓器横断的シンポジウム　2
移植外科医・コーディネーターの働き方改革（互助制度を視野に入れて）

■座長　遠藤　美代子（東京大学医学部附属病院看護部）
　　　　大段　秀樹（広島大学大学院消化器・移植外科学）

CSY2-1	 移植医療の改善に関する取り組み
吉屋　匠平（厚生労働省 健康局難病対策課移植医療対策推進室）

CSY2-2	 移植医療における働き方改革の推進
蔵満　薫（ 神戸大学 肝胆膵外科）

CSY2-3	 互助制度の課題と移植外科医の働き方を考える
伊藤　孝司（ 京都大学 肝胆膵・移植外科）

CSY2-4	 働き方改革に向けた施設間・施設内連携の強化の重要性
曽山　明彦（ 長崎大学大学院 移植・消化器外科）
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CSY2-5	 東北大学における脳死臓器摘出互助化の推進と摘出手技教育プログラムの構築－肝膵腎小腸の摘出
チームにおける試み－

宮澤　恒持（ 東北大学病院 総合外科）
CSY2-6	 心臓移植におけるメディカルコンサルタントの重要性と働き方改革

藤野　剛雄（ 九州大学 循環器内科）
CSY2-7	 臨床工学技士の働き方改革　ドナーチームに同行している臨床工学技士の業務時間を短縮するために

柏　公一（ 東京大学医学部附属病院 医療機器管理部）
CSY2-8	 技術と信頼に基づいた互助制度による臓器摘出，搬送，移植の実際

剣持　敬（ 藤田医科大学医学部 移植・再生医学 / 藤田医科大学病院 移植医療支援室）
CSY2-9	 臓器摘出に関わる勤務状況と就労管理に関わる実態調査ー日本移植学会働き方改革委員会からの報

告ー
岡田　克典（ 東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 / 日本移植学会 働き方改革委員会）

9月19日（日）	 第3会場〈コンコードボールルームA（5階）〉	 08：00～ 09：00

臓器横断的シンポジウム　3
移植コーディネーターのあるべき姿～今後の在り方を考える～

■座長　大宮　かおり（公益社団法人日本臓器移植ネットワーク あっせん事業部）
　　　　剣持　敬（藤田医科大学医学部移植・再生医学）

CSY3-1	 移植コーディネーターの現状と今後の展望
大宮　かおり（公益社団法人日本臓器移植ネットワーク あっせん事業部）

CSY3-2	 スペイン DTI-TPM 教育受講者の院内ドナーコーディネーター育成者としての活躍への期待
小川　直子（国立病院機構水戸医療センター 移植医療研究室）

CSY3-3	 ドナーコーディネーターにおける医療メディエーションスキルの重要性
纐纈　一枝（ 藤田医科大学病院 移植医療支援室）

CSY3-4	 経験から得たレシピエント移植コーディネーターの在り方
山本　真由美（ 北海道大学病院 看護部・臓器移植医療部）

CSY3-5	 レシピエント移植コーディネーターのあるべき姿	
～専従・専任それぞれの役割を経て今後の在り方を考える～

後藤　美香（ 信州大学医学部附属病院 移植医療センター）

9月19日（日）	 第5会場〈錦（4階）〉	 08：00～ 09：30

臓器横断的シンポジウム　4
小児移植の適応と課題

■座長　笠原　群生（国立成育医療研究センター移植外科）
　　　　宍戸　清一郎（東邦大学医学部小児腎臓学講座）

CSY4-1	 小児肺移植の適応と課題
伊達　洋至（ 京都大学 呼吸器外科）

CSY4-2	 本邦における小児心臓移植と補助人工心臓の課題
平田　康隆（東京大学医学部附属病院 心臓外科）

CSY4-3	 小児における献腎移植の適応と課題
佐藤　裕之（ 東京都立小児総合医療センター 泌尿器科・臓器移植科）

CSY4-4	 他臓器障害を合併した症例に対する小児肝移植の検討
内田　孟（ 国立成育医療研究センター 臓器移植センター）

CSY4-5	 我が国の小児脳死肝移植の成績～ 20 年間のナショナルデータ解析～
竹村　裕介（ 慶應義塾大学 外科）
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CSY4-6	 小児心臓移植の適応外判定には限界がある。	
「適応外とは言い切れない」とは？

成田　淳（ 大阪大学大学院 医学系研究科 小児科）
CSY4-7	 アメリカにおける腹部多臓器移植の現状と課題

橋元　宏治（ Cleveland Clinic, Department of General Surgery, Digestive Disease & 
Surgery Institute）

9月20日（月）	 第2会場〈コンコードボールルームB（5階）〉	 11：10～ 12：10

臓器横断的シンポジウム　5
Precision	Medicine の時代における移植医療の位置づけ

■座長　大段　秀樹（広島大学大学院消化器・移植外科学）
　　　　山口　修（愛媛大学大学院医学系研究科循環器・呼吸器・腎高血圧内科学）

CSY5-1	 Indirect	allorecognition 評価法の確立とモニタリングへの応用	
～次世代技術による免疫リスク評価の統合的アプローチへ向けた試み～

岩﨑　研太（ 愛知医科大学）
CSY5-2	 免疫学的遺伝子多型プロファイリングによる臓器移植個別化医療の可能性

築山　尚史（ 広島大学大学院医系科学研究科 消化器・移植外科学）
CSY5-3	 既存抗ドナー免疫の詳細な解明に向けて .	～ in silico および	in vitro 解析の新たな活用法～

友杉　俊英（ 名古屋第二赤十字病院 移植内科・移植外科・内分泌外科）
CSY5-4	 ゲノム・分子病態解析で見えてくる心不全精密医療の新しい世界

候　聡志（ 東京大学医学部附属病院 循環器内科）
CSY5-5	 肺高血圧症における個別化医療の現状：遺伝子診断に基づいた早期肺移植登録が推奨される患者像

片岡　雅晴（ 産業医科大学医学部 第 2 内科学講座）

9月20日（月）	 第3会場〈コンコードボールルームA（5階）〉	 08：00～ 09：30

臓器横断的シンポジウム　6
各臓器移植における移植内科医の育成

■座長　酒井　謙（東邦大学医学部腎臓学講座）
　　　　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）

CSY6-1	 移植内科医の育成～　腎臓内科医の移植医療参画と移植腎臓内科医の育成
吉川　美喜子（ 京都府立医科大学 移植・一般外科）

CSY6-2	 心臓移植における循環器内科医の役割
佐藤　琢真（ 北海道大学大学院 医学研究院 循環病態内科学）

CSY6-3	 呼吸器内科医の目から見た肺移植医療
春藤　裕樹（ 東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野）

CSY6-4	 移植実施施設における移植内科医の現状と課題
蔵満　薫（ 神戸大学 肝胆膵外科）

CSY6-5	 生体移植におけるドナー管理
海上　耕平（ 東京女子医科大学 移植管理科 / 東京女子医科大学 腎臓内科）

特別発言 南学　正臣（ 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）
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9月20日（月）	 第5会場〈錦（4階）〉	 09：05～ 10：05

臓器横断的シンポジウム　7
臓器提供と組織提供の連携を考える

■座長　剣持　敬（藤田医科大学医学部移植・再生医学）
　　　　本村　昇（東邦大学医療センター佐倉病院心臓血管外科）

CSY7-1	 臓器提供と組織提供を円滑に進めるための組織移植コーディネーターによる院内ドナーコーディネー
ション体制

木下　修（ 東京大学医学部附属病院 心臓外科 / 東京大学医学部附属病院 組織バンク）
CSY7-2	 膵島提供時の連携に主軸をおいた研修会の実施について

小川　真由子（ 国立循環器病研究センター）
CSY7-3	 東日本組織移植ネットワークにおける臓器提供との連携への課題

三瓶　祐次（ 東京大学医学部附属病院 組織バンク）
CSY7-4	 膵・膵島移植医療実施における臓器・組織移植 Co の連携

明石　優美（ 藤田医科大学保健衛生学部 看護学科 / 藤田医科大学病院 移植医療支援室）
CSY7-5	 臓器移植コーディネーターと組織移植コーディネーターの連携体制の構築について	

―膵島移植コーディネーションから考える―
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）
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