
プログラム 
 

開会の挨拶                                    9:30～9:35 

会長 鈴木 達也（藤田医科大学小児外科） 

 

一般演題「基礎」                                    9:35～10:03 

座長 深堀 優（久留米大学医学部外科学講座小児外科部門） 

1 胆道閉鎖症特異的 iPS 細胞の樹立と胆管細胞への誘導 

獨協医科大学第一外科 鈴木 完 

2 便を用いた非侵襲的胆道閉鎖症診断法の開発 

東京大学医学部小児外科 高見 尚平 

3 血清 MMP-7 は胆道閉鎖症の葛西手術後 1 年以内の肝移植を予測できるか？ 

久留米大学小児科 安田 亮輔 

4 胆道閉鎖症における IL13 および Periostin の肝門部線維化への関与 

京都府立医科大学小児外科 仙石 由貴 

 

一般演題「診断Ⅰ」                                     10:03～10:24 

座長 藤代 準（東京大学医学部小児外科） 

5 当科における胆道閉鎖症疑診例に対する腹腔鏡下経胆嚢的胆道造影の検討 

長崎大学腫瘍外科 篠原 彰太 

6 胆道閉鎖症における左右差を利用した画像診断の試み 

大阪市立総合医療センター小児外科 三藤 賢志 

7 診断、治療に難渋した重症心疾患を合併した胆道閉鎖症（II-b1-a 相当）の 1 例 

大阪市立総合医療センター小児外科 廣瀨 雄輝 

 

一般演題「診断Ⅱ」                                  10:24～10:45 

座長 佐々木 隆士（大阪市立総合医療センター小児外科） 

8 分類不能型胆道閉鎖症の 1 例 

日本赤十字社医療センター小児外科 谷 有希子 

9 肝外胆管が嚢胞状に拡張した胆道閉鎖症（Ⅲd）の 1 例 

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 中原 啓智 

10 出生前に肝門部嚢胞性病変を呈した胆道閉鎖症の２例 

新潟大学大学院小児外科学分野 小林 隆 

 

休憩                                       10:45～10:55 



一般演題「手術・治療」                              10:55～11:23 

座長 佐々木 英之（東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野） 

11 胆道閉鎖症における biliary remnant の切離部位および吻合部運針の深さに関する中期術後予後

の検討                         

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科 阿部 江莉 

12 ICG 蛍光法を用いた葛西手術肝門部微細胆管及び胆汁流出評価のリアルタイムナビゲーション 

                  長崎大学病院小児外科 小坂 太一郎 

13 腹腔鏡下葛西手術とその再採掘についての検討 

名古屋大学大学院小児外科学 城田 千代栄 

14 胆道閉鎖症術後自己肝生存例における生化学マーカー10 年間の経時的変化：腹腔鏡 vs. 開腹 

第 3 報               

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科 津久井 崇文 

 

一般演題「合併症」                               11:23～11:51 

座長 山髙 篤行（順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科） 

15 高位鎖肛を合併した胆道閉鎖症術後に発症した新生児門脈血栓の一例 

川口市立医療センター小児外科 原田 篤 

16 胆道閉鎖症葛西術後にみられる胆管炎の病態：潜在する非化膿性胆管炎の検証とその解析 

             鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野 春松 敏夫 

17 自己肝温存胆道閉鎖症に対する IVR 治療 

自治医科大学消化器一般移植外科 平田 雄大 

18 胆道閉鎖症術後患児における骨塩定量検査の臨床的意義の検討 

東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野 大久保 龍二 

 

施設代表者会議                                 11:51~13:00 

 

事務局報告                                   13:00～13:25 

 

特別講演                                   13:25～14:05 

司会 鈴木 達也（藤田医科大学小児外科） 

『移植医から見た胆道閉鎖症の患者さんに対する肝移植のタイミング』 

国立成育医療研究センター 臓器移植センター 

センター長 笠原 群生 



要望演題ミニシンポジウム「移植Ⅰ」                        14:05～14:50 

座長 岡島 英明（金沢医科大学小児外科） 

19 術前データによる胆道閉鎖症手術成功率の層別化と一次肝移植適応基準作成のための多施設共 

同後方視的調査研究－プロトコール報告    

東京都立小児総合医療センター外科 富田 紘史 

20 胆道閉鎖症に対する葛西手術日齢による肝移植時期についての検討 

京都大学医学部附属病院小児外科 岡本 竜弥 

21 葛西術後減黄不良患児に対する肝移植時期の検討 

岡山大学病院肝胆膵外科 藤 智和 

22 胆道閉鎖症に対する肝移植の適応と治療成績 

自治医科大学消化器一般移植外科 眞田 幸弘 

 

要望演題ミニシンポジウム「移植Ⅱ」                         14:50～15:35 

座長 眞田 幸弘（自治医科大学消化器一般移植外科） 

23 思春期に達した胆道閉鎖症の２例における肝移植適応・時期 

金沢医科大学小児外科 岡島 英明 

24 肝肺症候群、肺高血圧症を合併した胆道閉鎖症肝移植後の長期経過 

熊本労災病院小児外科・移植外科、循環器内科 猪股 裕紀洋 

25 胆道閉鎖症における胆汁うっ滞型と門脈圧亢進症型に分類した肝移植症例の臨床的検討 

                  九州大学病院小児外科・成育外科・小腸移植外科 吉丸 耕一朗 

26 肝臓移植後胆道閉鎖症患児における風疹・麻疹・水痘・ムンプスの免疫獲得状況の検討 

                              中国電力株式会社中電病院小児外科 秋山 卓士 

 

特別発言                                  15:35～15:40 

 

休憩                                   15:40～15:50 

 

一般演題「予後」                                15:50～16:18 

座長 内田 広夫（名古屋大学大学院小児外科学） 

27 当院で経験した胆道閉鎖症の手術日齢と短期的予後の検討 

静岡県立こども病院小児外科 三宅 啓 

28 Volumetry による少年期における脾容積/肝容積と自己肝予後の検討 

大阪大学医学部小児成育外科 高瀬 洪生 

29 胆道閉鎖症における肝脾容積と病態の関連についての検討 

東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野 佐々木 英之 



 

30 当院における胆道閉鎖症の治療成績と長期自己肝生存例の検討 

千葉県こども病院小児外科 齋藤 江里子 

 

一般演題「トランジションⅠ」                             16:18～16:39 

座長 齋藤 武（千葉県こども病院小児外科） 

31 成人胆道閉鎖症自己肝温存症例における妊娠にむけた当科の取り組み 

自治医科大学消化器一般移植外科 岡田 憲樹 

32 胆道閉鎖症術後妊娠症例の中長期的経過の検討 

慶應義塾大学医学部小児外科 高橋 信博 

33 アルコール性肝障害を併発し逆行性胆管炎を繰り返している胆道閉鎖症の成人例 

聖マリアンナ医科大学病院小児外科 工藤 公介 

 

一般演題「トランジションⅡ」                           16:39～17:00 

座長 黒田 達夫（慶應義塾大学医学部小児外科） 

34 自己肝温存胆道閉鎖症の長期経過観察中に肝内胆管癌を認めた 1 例 

自治医科大学消化器一般移植外科 堀内 俊男 

35 胆道閉鎖症自己肝長期生存中に肝細胞癌ないしは胆管癌と診断された 3 例 

慶應義塾大学医学部小児外科 梅山 知成 

36 胆道閉鎖症術後成人期死亡症例の報告 

千葉大学医学部附属病院小児外科 川口 雄之亮 

 

遼太郎ちゃん基金優秀演題賞表彰                       17:00～17:10 

 

次期会長挨拶                                 17:10～17:15 

黒田 達夫（慶應義塾大学医学部小児外科） 

 

閉会の挨拶                                 17:15～17:20 

会長 鈴木 達也（藤田医科大学小児外科） 

 

 


