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第３９回
九州腎臓移植研究会

プログラム・抄録集

会 期◆２０１９年６月８日（土）

会 場◆大分市 全労済ソレイユ

会 長◆三股 浩光
大分大学医学部腎泌尿器外科学 教授

第３９回九州腎臓移植研究会事務局
大分大学医学部腎泌尿器外科学講座
担当：安藤忠助
〒８７９―５５９３ 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１―１
TEL：０９７―５８６―５８９３／FAX：０９７―５８６―５８９９
Email：hinyoki@oita-u.ac.jp
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お 知 ら せ
■参加者の皆様へ
１）受付は６月８日（土）午前１０時２０分より、ソレイユ７Fホールで開始します。
２）参加費は医師３，５００円、メディカルスタッフ２，５００円です。受付でお支払いいただき、
ネームカード（兼参加証明証）をお受け取り下さい。所属・氏名をご記入のうえ、会場
内では常にお付け下さい。

３）会場内では携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定して下さい。
４）研究会終了後、ソレイユ７F「カトレアA」にて懇親会を行います。

■幹事会
６月８日（土）午前１１時２０分よりソレイユ７F「カトレアA」で開催いたします。
関係者の方は、お集まり下さい。

■レシピエントコーディネーターの会
６月８日（土）午前１１時２０分よりソレイユ７F「ローズ」で開催いたします。
関係者の方は、お集まり下さい。

■ HLA検討会
６月８日（土）午後１時２０分よりソレイユ７F「アイリス」で開催いたします。
興味のある方は、どなたでもご参加下さい。

■発表者の皆様へ
１）発表時間は７分、討論時間は３分の合計１０分です。時間厳守でお願いします。
２）発表の３０分前までに PC受付を済ませて下さい。
３）発表データの形式は、Windows Power Point に限定させていただきます。

データは、USBメモリに保存し、受付にご提出下さい。PCを持参される場合は、専
用コード、出力端子用アダプタ等もご準備下さい。Windows PC，プロジェクターは
当方で準備します。Macintosh で作成の場合は、ご自身のパソコンをご持参下さい。

４）発表データのファイル名は、［演題番号・氏名］として下さい。
５）演者の方は、前演者の口演開始後、次演者席にお座り下さい。

■座長の先生方へ
１）座長の先生方は、担当セッションが始まる３０分前までに座長受付をお済ませ下さい。
２）次セッション担当の座長の先生は、お早めに次座長席にお座り下さい。

■ご来場の皆様へ
・本研究会では会期中のクールビズを推奨しております。座長・演者の先生方を含め、ネ
クタイ・上着の着用は不要です。どうぞ、軽装でご参加下さい。

・ランチョンセミナーのお弁当は数に限りがありますので、先着順とさせて頂きます。
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全労済ソレイユ
197

10

府内中央口
（北口）

上野の森口
（南口）

会場へのアクセス

《交通アクセス》
・JR大分駅より徒歩１０分
・大分バス「末広バス停」より徒歩３分
・大分交通「OASIS ひろば２１バス停」より徒歩１分
・九州自動車道・大分 ICから車で約７分
・大分空港→特急バスで大分駅約６０分

※会場に駐車スペースはございません。
自家用車でのご来場はお控えください。
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会場のご案内

ソレイユ７F カトレアＡ・アイリス・ローズ
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アイリス（７F）

日 程 表

２０１９年６月８日（土） 於：全労済ソレイユ

１１：2０～１2：0０ 幹事会 カトレアA（７F）

１１：20～１2：0０ レシピエントコーディネーターの会 ローズ（７F）

研 究 会

開会挨拶 会長：三股 浩光

１２：15～１３：15 ランチョンセミナー
座長：中村 雅史（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科）

「移植腎予後からみた腎移植前後の副甲状腺機能亢進症とその管理」
演者：中村 道郎（東海大学医学部 外科学系移植外科学 教授）

１３：20～１３：55 HLA検討会
座長：橋口 裕樹（福岡赤十字病院 移植センター）

安藤 忠助（大分大学医学部 腎泌尿器外科学）
演者：金本 人美（福岡赤十字病院 移植センター）

１３：55～１４：35 九州沖縄地区献腎移植症例検討会
座長：中村 信之（福岡大学医学部 泌尿器科）

西 一彦（熊本大学医学部 泌尿器科）

１４：35～１5：05 一般演題Ⅰ
座長：岡部 安博（九州大学大学院 臨床・腫瘍外科）

山田 保俊（鹿児島大学大学院 泌尿器科学）

１5：05～１５：20 coffee break

１5：2０～16：00 一般演題Ⅱ
座長：山永 成美（熊本赤十字病院 外科）

望月 保志（長崎大学大学院 泌尿器科学）
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１6：0０～１6：30 一般演題Ⅲ
座長：木村 隆（琉球大学医学部 腎泌尿器外科学）

寺坂 壮史（県立宮崎病院 外科）

１6：3０～１7：1０ 一般演題Ⅳ
座長：升谷 耕介（福岡大学 腎臓・膠原病内科）

中野 敏昭（九州大学大学院 包括的腎不全治療学）

１7：10～１７：20 coffee break

１７：2０～１８：2０ 特別講演
座長：三股 浩光（大分大学医学部 腎泌尿器外科学）

「急性腎障害（AKI）から慢性腎臓病（CKD）への移行メカニズム」
演者：柳田 素子（京都大学医学研究科 腎臓内科学 教授）

１８：2０～１８：35 総会議事

１８：35～１８：40 閉会挨拶 会長：三股 浩光

１８：5０～１９：50 懇親会 ソレイユ７F「カトレアA」
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アイリス（７F）

プログラム

２０１９年６月８日（土） 於：全労済ソレイユ

１１：2０～１2：0０ 幹事会 カトレアA（７F）

１１：2０～１2：0０ レシピエントコーディネーターの会 ローズ（７F）

研 究 会

開会挨拶 会長：三股 浩光

１２：15～１３：15 ランチョンセミナー
座長：中村 雅史（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科）

「移植腎予後からみた腎移植前後の副甲状腺機能亢進症とその管理」
演者：中村 道郎（東海大学医学部 外科学系移植外科学 教授）

１３：20～１３：55 HLA検討会
座長：橋口 裕樹（福岡赤十字病院 移植センター）

安藤 忠助（大分大学医学部 腎泌尿器外科学）
演者：金本 人美（福岡赤十字病院 移植センター）

１３：55～１４：35 九州沖縄地区献腎移植症例検討会
座長：中村 信之（福岡大学医学部 泌尿器科）

西 一彦（熊本大学医学部 泌尿器科）

〈事例１〉
○摘 出 施 設：佐賀医療センター好生館 徳田 倫章

佐賀大学医学部附属病院
○移植施設（左）：佐賀大学医学部附属病院 前田 晃宏
○移植施設（右）：沖縄県立中部病院 島袋 修一

〈事例２〉
○摘 出 施 設：福岡赤十字病院 錦 建宏

福岡大学病院
○移植施設（左）：福岡赤十字病院 錦 建宏
○移植施設（右）：九州大学病院 岡部 安博
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１４：35～１5：05 一般演題Ⅰ
座長：岡部 安博（九州大学大学院 臨床・腫瘍外科）

山田 保俊（鹿児島大学大学院 泌尿器科学）

１．医学生に医師としてのプロ意識を目覚めさせる移植医療の啓発講義
吉開 俊一（社会医療法人北九州病院 北九州湯川病院）

２．熊本県における移植医療普及・啓発の取り組み～Kumamoto Model～
山永 成美（熊本赤十字病院 外科）

３．献腎摘出のための手術教育ビデオ作製の試み
安藤 忠助（大分大学医学部 腎泌尿器外科学）

１5：05～１５：2０ coffee break

１５：2０～１6：0０ 一般演題Ⅱ
座長：山永 成美（熊本赤十字病院 外科）

望月 保志（長崎大学大学院 泌尿器科学）

１．腎移植後患者における抗HLA抗体検査の検討
田中 希歩（熊本赤十字病院 検査部）

２．Preformed HLA抗体 nMFI 値の変化を認めた献腎登録患者の２例
橋口 裕樹（福岡赤十字病院 移植センター）

３．臓器移植時のクロスマッチ検査の統一に向けて
金本 人美（福岡赤十字病院 移植センター）

４．腎移植患者における心血管病発症予測モデルの作成と妥当性の検討
植木 研次（九州大学 病態機能内科学）

１6：0０～１６：3０ 一般演題Ⅲ
座長：木村 隆（琉球大学医学部 腎泌尿器外科学）

寺坂 壮史（県立宮崎病院 外科）

１．腸管利用膀胱拡大術後に施行した生体腎移植の経験
本山健太郎（福岡赤十字病院 外科）

２．術後リンパ嚢腫に対し保存的加療で軽快した2症例
泉 惠一朗（琉球大学医学部 腎泌尿器外科）

３．心不全患者に対する腎移植～麻酔と周術期管理に関する一考～
有馬 純矢（鹿児島大学病院 泌尿器科）
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１６：3０～１7：10 一般演題Ⅳ
座長：升谷 耕介（福岡大学 腎臓・膠原病内科）

中野 敏昭（九州大学大学院 包括的腎不全治療学）

１．ドナー・レシピエントともにHBVキャリアにおける生体腎移植の１例
迎 祐太（長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科）

２．抗リン脂質抗体症候群を合併した SLE患者に対する生体腎移植
寺坂 壮史（県立宮崎病院 外科）

３．生体腎移植後TMAの一例
錦 建宏（福岡赤十字病院 外科）

４．抗真菌薬の併用で免疫抑制剤の血中濃度コントロールに苦慮した一症例
大田 守仁（友愛会豊見城中央病院 外科）

１7：1０～１７：2０ coffee break

１７：2０～１８：2０ 特別講演
座長：三股 浩光（大分大学医学部 腎泌尿器外科学）

「急性腎障害（AKI）から慢性腎臓病（CKD）への移行メカニズム」
演者：柳田 素子（京都大学医学研究科 腎臓内科学 教授）

１８：2０～１８：3５ 総会議事

１８：3５～１８：4０ 閉会挨拶 会長：三股 浩光

１８：5０～１９：5０ 懇親会 ソレイユ７F「カトレアA」
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抄 録
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特 別 講 演

急性腎障害（AKI）から慢性腎臓病（CKD）への
移行メカニズム

京都大学医学研究科腎臓内科学
柳田素子

従来、急性腎障害（Acute Kidney Injury：AKI）は一時的な疾患であり、その原因疾患の
治療と全身状態の改善に伴って回復すると考えられてきたが、近年では、AKI は致死率が
高いのみならず、末期腎不全や慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）に至る予後の
悪い疾患であることが明らかとなり、世界的に注目を集めている。
我々は、高齢者で特にAKI が CKDに移行しやすいことに着目し、高齢腎に障害が起きた
後に、獲得免疫反応の基点となる「三次リンパ組織」が腎臓内に多数形成し、炎症が遷延す
ることで修復が遅延すること、ヒト高齢者腎の３割近くに三次リンパ組織を認めることを報
告した。高齢腎における三次リンパ組織形成はAKI から CKDへの移行を防ぐ新たな治療
標的として有望である。近年、我々は秋田大学との共同研究で、移植腎における三次リンパ
組織の役割についても解析しており、本会で報告したい。
近年がんと腎臓病のかかわりを捉えた新領域Onconephrology が注目を集めている。がん患
者はAKI リスクが高いと考えられているが、繰り返す抗がん剤投与に伴い、AKI が CKD
に移行すると、以後の抗がん剤投与の継続が困難になり、生命予後が悪化する。このように
AKI から CKDへの移行の解消はさまざまな領域において喫緊の課題であり、治療薬開発が
期待される。
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HLA検討会

抗体検査に関するアンケート調査報告

平成３０年度より移植後の抗HLA抗体検査が保険収載になり，抗体関連拒絶の診断に大き
く貢献することが出来るようになった．今回，保険収載から一年間が経過し各施設において
の抗体検査状況についてアンケート調査を行ったので報告を行う．

Ａ．移植後の抗体検査の実施状況について

問１．移植後の抗HLA抗体スクリーニング検査は，実施されていますか？
問２．移植後の抗HLA抗体スクリーニング検査は，どこで実施されていますか？
問３．移植後の抗HLA抗体スクリーニング検査は，どのタイミングで実施されています

か？
問４．移植後の抗HLA抗体スクリーニング検査実施率は，おおよそどのくらいですか？
問５．問４．のスクリーニング検査の陽性率は，おおよそどのくらいですか？
問６．スクリーニング陽性の場合，特異性同定検査（シングルアンチゲン）まで実施しま

すか？
問７．シングルアンチゲンが陽性の中で，DSAはおおよそどのくらいですか？
問８．同一患者に抗HLA抗体スクリーニング検査を，年２回（保険適用内）実施したこ

とはありましたか？
問９．同一患者に抗HLA抗体スクリーニング検査を，年２回以上（保険適用外）実施し

たことはありましたか？

Ｂ．移植前の抗体検査の実施状況について

問１０．移植前に抗HLA抗体検査（保険適用外）を実施していますか？
問１１．実施している患者は，どのような患者ですか？
問１２．スクリーニング陽性の場合，特異性同定検査（シングルアンチゲン）まで実施しま

すか？
問１３．保険適用外の検査費用はどのようにされていますか？

Ｃ．検査結果について

問１４．移植後の抗体検査について，誰が（検査回数，検査項目等）管理されていますか？
問１５．AMRを疑った時の抗体検査と腎生検の結果は，おおよそどのくらい一致します

か？
問１６．抗体検査でDSAが検出された時，どの程度の nMFI 値からリスク（脱感作開始）

とお考えですか？
問１７．HLA抗体以外のMICAなど nonHLAや autoAntibody の検査を実施されています

か？



－１４－

献腎移植症例検討会

〈事例１〉

○摘出施設 ：佐賀医療センター好生館 徳田倫章
佐賀大学医学部附属病院

○移植施設（左）：佐賀大学医学部附属病院 前田晃宏
○移植施設（右）：沖縄県立中部病院 島袋修一

ドナーは４６歳男性、原疾患は急性心筋 塞による心肺停止、蘇生後脳症。搬入時、PEA
と心拍再開を繰り返しCPAは最大で５８分。既往歴はなく、入院時Cr１．１３mg/dl、（経過中
最小Cr０．８８mg/dl）、最終 Cr３．６７mg/dl、摘出前の無尿期間は１７時間であった。３病日目に
血圧６０mmHg台で第一報受信し、承諾書作成後、術前カニュレーションを行い、同日深夜
に死亡確認、県内合同チームによる腎臓摘出となった。WIT：４分、灌流状態は（左：
good、右：fair）、色調（左：good、右：まだら）であった。
レシピエント意思確認及びクロスマッチの結果、翌朝レシピエントが決定。
左腎レシピエントは、６３歳男性で待機日数３８０１日、HLA適合度はDR-AB：０―２ミスマッ

チ、TIT：１８時間５８分であった。術後１２日目に最終透析し離脱。Cr（１ケ月、３ケ月、６ケ
月）は（１．５１、１．１８、１．１２）mg/dl で経過している。
右腎レシピエントは、５５歳女性で待機期間６９６５日。HLA適合度はDR-AB：１―２ミスマッ
チ、TIT：２０時間２４分であった。グラフト表面、色調が暗褐色にて迅速病理を提出、その際
の穿刺で穿刺点から赤色流出がつづいた。病理結果は大きな問題はなかったが、腎被膜がほ
ぼ全体剥離状態であった。被膜を切開、血流再開後、表面全体から出血があり、止血綿にて
圧迫止血をおこなった。
術後経過は１２日目に最終透析をおこない離脱。血清Cr（１ケ月、３ケ月、６ケ月）は
（１．５０、１．０７、０．９８）mg/dl で経過している。
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献腎移植症例検討会

〈事例２〉

○摘出施設 ：福岡赤十字病院 錦 建宏
福岡大学病院

○移植施設（左）：福岡赤十字病院 錦 建宏
○移植施設（右）：九州大学病院 岡部安博

ドナーは４８歳男性、原疾患は低酸素性脳症。搬入時、３回（最大７２分）のCPAがあった。
既往歴は特になし。入院時Cr１．０９mg/dl で、経過中から摘出直前まで十分な尿量の排出が
あったがCrは上昇し続け、最終Crは８．１８mg/dl となった。摘出チームによる術前診察の
腹部エコーでは、両腎ともに皮質は保たれており、水腎症・結石なし、大きさ・血流も問題
なし。血清Crの上昇はあるものの、形態的には問題なしと評価した。
承諾書作成から３日後の８病日目に、術前カニュレーションはおこなわず、腎臓摘出と

なった。WIT：１６分、両腎ともに灌流状態は good・色調白色であった。
左腎レシピエントは、４９歳男性で待機日数５４７０日。HLA適合度はDR-AB：０―２ミスマッ

チ、TIT：８時間０４分。術後２回の透析を施行し離脱。１ケ月Cr２.４８mg/dl。
右腎レシピエントは、４７歳女性で待機日数６６９５日、HLA適応度はDR-AB：１―２ミスマッ

チ、TIT：５時間５４分。術後２回の透析を施行し離脱。１ケ月Cr１．０４mg/dl。
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１

一般演題Ⅰ

医学生に医師としてのプロ意識を目覚めさせる
移植医療の啓発講義

社会医療法人北九州病院 北九州湯川病院
吉開俊一

筆者は２０１０年から九つの大学医学部で、移植医療、特に臓器提供の事情に関する啓発講義を
計４３回行った。今回はその中で判明した、医学生に特有な先入観や思考の陥穽を報告する。
まず、医師になれば臓器を提供しなければならないのか、自分は臓器を提供したくないので
患者の臓器提供には関わりたくないし家族を説得できないなど、自身の個と公の混同が目
立った。次に、医学部受験時に半ば強制的に脳死を人の死と思えと教わった、脳死は回復で
きるものと思っていたなど、脳死に関する誤解が多かった。また、医学部の講義で、学生は
カードに提供のサインをすべきと推す雰囲気があったなど、講師の手法に敏感になってい
た。更に、患者の死を前提とする移植医療のあり方に驚いていた。そこで筆者は彼等の先入
観を除くことを強く意識して講義を行った。その結果、学生らに、臓器提供をしたくない自
分の考えとは無関係に移植待機者を救いたい、移植医療の不信を取り除く一人になりたいな
ど、医師としてのプロ意識が芽生えていた。また同時に、物事には何が正しいかの結論はな
い、自分が当然と考えることが他人にとっては当然とは限らないなど、移植医療の枠を超え
た、柔軟性を備えた基本的な考え方も芽生えていた。臓器提供が低迷する本邦で、医学生に
個と公の区別を明確にし明確なプロ意識を持たせる適切な医学教育が根本的な解決法になる
はずと筆者は信じ、今後も活動を続けたい。
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２

一般演題Ⅰ

熊本県における移植医療普及・啓発の取り組み
～Kumamoto Model～

熊本赤十字病院 外科１）、腎臓内科２）、救急科３）

熊本県臓器移植コーディネーター４）

山永成美１）、椛朱梨１）、木下航平１）、田中康介１）、緒方聖友２）、藤井巳加２）、
石塚俊紀２）、濱之上哲２）、川端知晶２）、桑原謙３）、吉田清美４）、豊田麻理子２）

当院は３０年の腎移植の診療実績がある。また、２０１０年以降の腎移植診療システム再構築によ
り症例数が増加し、２０１８年には年３５例、累積３００例の移植を見込んでいる。２０１４年には熊本
県の人口比当たりの腎移植数は移植先進地域と並び、地方においても質と量ともに充足した
腎移植医療を提供できる体制は整備された。２０１５年よりHLA検査室を設置し、小児腎移植
への取り組み、移植外科医及び内科医の育成など、多くの取り組みを続けている。しかし、
熊本県は全国でも人口比当たりの透析患者が多い地域であり、潜在的な腎移植のニーズはま
だまだ高い。更に、２０１６年の熊本地震の影響も未だに大きい。被災後早期には透析患者の中
には震災関連死が見られたものの、震災に強い移植患者は全例無事であった。２年後の現
在、避難所生活時の高カロリー高塩分食の影響かつ、地震により通院中断されていた若年
CKD患者が、末期腎不全になる割合が増加した。一方で、震災を機に生と死に関する議論
が活発になった影響か、県内での臓器提供も明らかに増加し、２０１８年には熊本県で５例、全
国で人口比当たりの臓器提供数が最多であった。これらの背景を元に、臓器提供支援と移植
教育に重点を置いたKumamoto Model を発動し、活動を行なっている。我々の取り組みと
将来展望について共有したい。
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３

一般演題Ⅰ

献腎摘出のための手術教育ビデオ作製の試み

大分大学医学部 腎泌尿器外科学１）、
Department of Surgery, University of California, San Francisco（UCSF）２）

安藤忠助１，２）、平井健一１）、秦聡孝１）、三股浩光１）

キーワード：献腎摘出手技、教育ビデオ

（緒言と目的）
献腎摘出は脳死下提供を含めて微増傾向にあるが、国内でそのトレーニングを積むことは難
しい。手術ビデオは教育的な有用性が高いため、UCSFの留学中に行った脳死下腹部多臓器
摘出の手術ビデオから献腎摘出に有用と思われる教育的なビデオ作成を試みている。
（方法）
演者が執刀または第一助手として行った脳死下腹部多臓器摘出術のうち、撮影許可を得てウ
エラブルカメラを用いて撮影した手術ビデオを用いた。特に献腎摘出に重要と思われる手技
のなかで泌尿器科医が通常診療では行わない開胸腹、腸管のKocher 受動、大動脈 cannula-
tion、supraceliac aorta のクロスクランプ、右房切開、両側腎動静脈を温存するラインで下
大静脈、腹部大動脈を切断について簡単な字幕解説を添えて編集、作成した。
（結果と考察）
県内の泌尿器科医で一度供覧したが、高い教育効果が得られると思われた。今後、改良を重
ね、いつでもビデオ供覧できる体制を整えたいと考えている。当日は実際の映像を供覧す
る。
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１

一般演題Ⅱ

腎移植後患者における抗HLA抗体検査の検討

熊本赤十字病院 検査部１）、熊本赤十字病院 外科２）、
熊本赤十字病院 腎臓内科３）

田中希歩１）、吉田雅弥１）、黒川滝１）、龍正樹１）、北里浩１）、日髙悠嗣２）、
豊田麻理子３）、山永成美２）

キーワード：HLA抗体、LABScreen Mixed、LABScreen Single Antigen

【はじめに】腎移植における抗HLA抗体検査は術前評価、生着期間の推測等に重要である。
昨年、我々は本研究会にて LABScreen PRA及びMixed（以下Mixed）の比較検討結果を
示した。今回、腎移植後の抗HLA抗体検査を実施した１８５件について、Mixed の有用性を
後方視的に解析したので報告する。
【対象及び方法】２０１８／４／１～２０１９／３／３１に腎移植後抗HLA抗体検査を実施した１８５
件のうち、Mixed の結果が Class１，２のどちらか一方のみNegative となった６７件（Class１
が２９件、Class２が３８件）。対象症例はすべて LABScreen Single Antigen（以下 SA）を実施
し、特異性を確認した。
【結果】Class１について、Mixed 陰性、SA陽性となった症例は１９／２９件であり、Mixed
で陰性、SAでも陰性となった症例は１０／２９件であった。Class２について、Mixed 陰性、
SA陽性の症例は１６／３８件であり、Mixed で陰性、SAでも陰性となった症例は２２／３８件で
あった。
【考察】Mixed の Class１陰性で SAを実施した症例に今回、DSAは検出されなかった
（CREGも含む）。Class２陰性で SAを実施した症例では２症例、血清学的にはDSAの可
能性があるが、アレルレベルでは non-DSAとなるDQの抗体を検出した。非特異反応の可
能性もあるが、DSAが移植腎に吸着している可能性も否定出来ない。
【まとめ】Mixed にて Class１，２のどちらかが陰性となった場合、陰性となったものに関
しては、SAを省略できる可能性が示唆された。これにより、コスト削減ができ、自施設で
検査を行う場合、有用となりうるが、臨床医と相談し、今後も検討を続けていきたい。
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２

一般演題Ⅱ

Preformed HLA抗体 nMFI 値の変化を認めた
献腎登録患者の２例

福岡赤十字病院移植センター１）、看護部２）、腎臓内科３）、移植外科４）

橋口裕樹１）、金本人美１）、山本恵美２）、中井健太郎３）、満生浩司１），３）、錦建宏４）、
本山健太郎１），４）

キーワード：Preformed HLA抗体

抗HLA抗体は抗体関連拒絶の原因のひとつであり，平成３０年度より移植後の抗体検査が
保険適用となり，容易に検査できる環境となった．また未保険ではあるが Preformed DSA
を検出することも重要であり，感作歴を考慮し検査する事が望ましい．今回，待機患者にお
いて，抗HLA抗体量のおおよその目安として取り扱われている normalized Mean Fluores-
cence Intensity；nMFI が経時的に大きな変化を認めた２例と抗体検査のタイミングについ
て考察を交え報告する．
【症例１】５７歳，女性．原疾患はCGN．輸血で抗体産生．３０年待機患者で候補になるも
CDC，FCXM陽性で移植に至らないケースが続いた．２０１２年シングルアンチゲンで抗体を
多数検出（nMFI=１８，０００）．２０１６年に CDCの陰転化が続いたため，再検査行ったところ
nMFI は６，０００程度まで減少，その後２２回目の候補で移植となった．
【症例２】５８歳，男性．原疾患はCGN．２次移植希望患者．２０１０年頃よりドナー候補とな
り，２０１４年１月にシングルアンチゲンでBローカスを中心とした抗体（nMFI＝９，０００程度）
を多数検出．２０１９年１月のドナーで候補３位，保存血清（２０１８年５月採血）を使い検査実施．
CDC陰性，FCXM陽性，抗HLA抗体は以前と同程度の抗体を検出したが，最新血清（２０１９
年１月採血）では抗HLA抗体は，ほぼ陰性化していた．
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一般演題Ⅱ

臓器移植時のクロスマッチ検査の統一に向けて

福岡赤十字病院移植センター移植細胞研究課１）、沖縄県立中部病院検査科２）

金本人美１）、知念大介２）、井上新吾２）、橋口裕樹１）

キーワード：施設間差是正

臓器移植時に実施される組織適合性検査のクロスマッチ検査は，候補選定の重要な検査と
なる．特にフローサイトクロスマッチ（以下，FCXMと省略）は，機器設定，試薬調整，
細胞採取等の条件が結果に大きな影響を及ぼす場合がある．日本移植学会，日本組織適合性
学会で開催されるQCWS（外部精度管理）においても，施設間差を認めるのが現状である．
今回，九州・沖縄地区における臓器移植ネットワークの特定移植検査センターである当院

と沖縄県立中部病院の２施設において，FCXMのデータの統一化に向けて検査手順の統一
化を試み良好な結果を得られたので報告する．
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４

一般演題Ⅱ

腎移植患者における心血管病発症予測モデルの作成と
妥当性の検討

九州大学病態機能内科学１）、福岡大学腎臓・膠原病内科２）、
九州大学臨床・腫瘍外科３）、東京女子医科大学腎臓内科４）、
東京女子医科大学泌尿器科５）

植木研次１）、土本晃裕１）、松隈祐太１）、中川兼康１）、辻川浩明１）、升谷耕介２）、
岡部安博３）、海上耕平４）、角田洋一５）、奥見雅由５）、中野敏昭１）、田邉一成５）、
北園孝成１）

キーワード：cardiovascular disease（CVD），CVD既往，death with functioning graft, Hos-
mer-Lemeshow検定，validation cohort，外的妥当性，血清アルブミン，透析
歴，糖尿病性腎症，リスクスコア

【目的】腎移植患者の合併症として重要な心血管病（CVD）の予測モデルを作成する．
【方法】２００６―２０１２年に当院で腎移植を施行した３８７例を抽出し，移植１年以降のCVD発症
を評価項目とした．移植１年後を観察開始時としてCVD発症と関連する因子を後向き選択
法を用いて抽出し，リスクスコアによるCVD予測モデルを作成して内的妥当性を検証し
た．また，東京女子医科大学泌尿器科で腎移植を行った３３２例を validation cohort として外
的妥当性を検証した．
【結果】平均年齢４５歳，男性６０．２%，献腎移植１５．０%，糖尿病性腎症２１．２%，CVD既往１４．５
%で，平均観察期間１０．０年以内に３４例が CVDを発症した．リスク因子として年齢，CVD既
往，糖尿病性腎症，透析歴，血清アルブミンを抽出し，最大１６点のリスクスコアを作成し
た．スコアの合計点の増加に伴い，CVD発症率は直線的に上昇し，モデルの適合度は良好
であった（Hosmer-Lemeshow検定，p=０．７８；C統計量０．８０）．また，validation cohort で，
観察期間内に２６例が CVDを発症し，リスクスコアの適合度は良好であった（Hosmer-Le-
meshow 検定，p=０．９４；C統計量０．７０）．
【結論】腎移植患者におけるCVD発症の予測モデルを作成した．予測モデルの内的妥当性，
外的妥当性は良好であった．CVD発症には一般的な危険因子の他，透析歴や栄養状態が関
連することが示唆された．
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一般演題Ⅲ

腸管利用膀胱拡大術後に施行した生体腎移植の経験

福岡赤十字病院 外科、腎臓内科１）、検査部２）、看護部３）

本山健太郎、錦建宏、黒木裕介１）、山本恵美３）、橋口裕樹２）、金本人美２）、
永松伊織、安井隆晴、梁井公輔、小倉康裕、井上重隆、小島雅之、山本修太郎１）、
中井健太郎１）、満生浩司１）、永井英司、中房祐司

キーワード：膀胱拡大術、先天性腎尿路異常、腎移植

我々は先天性水腎症、低形成腎を原疾患とする末期腎不全に対し、腸管利用膀胱拡大術後
に生体腎移植を施行した症例を経験したので、その経過について報告する。
症例は３０歳代の男性。出生直後に無尿と高位鎖肛を指摘された。２生日に右腎瘻増設術と
人工肛門増設術を施行され、２歳時に高位鎖肛根治術および人工肛門閉鎖術を施行された
が、右腎瘻は継続していた。’０９年頃からクレアチニンが上昇し始め、’１５年にはクレアチニ
ンが６mg/dl を超えたため当院腎臓内科を紹介され受診した。本人、家族は母親からの生体
腎移植を強く希望されたが、下部尿路異常があるため、一旦血液透析導入し精査の上で腎移
植を進めることとし、’１６年維持透析導入となった。
移植前検査にて、膀胱容量は４０ml、膀胱壁も極めて肥厚しており低容量高圧膀胱と考え

られた。そのため、腸管利用膀胱拡大術の後、生体腎移植を施行し、拡大した膀胱に移植腎
尿管を吻合し間欠導尿を行う方針とした。’１７年回腸を利用した膀胱拡大術を施行した。腹
腔内は癒着が著明であったが空腸約６０cmを切離しW字状の回腸フラップを作成し、切開
した膀胱壁に縫着して膀胱を拡大、膀胱瘻を増設して手術を終了した。術後、膀胱造影で容
量は３００ml 以上になった。’１８年母親をドナーとする生体腎移植術を施行した。左腸骨窩に
移植を行い再灌流後初尿は確認できたが、拡張膀胱壁と腸管の癒着が高度で膀胱壁の露出が
困難なため、移植腎尿管は左自己尿管と端々吻合を行った。術後はクレアチニン１．７mg/dl
前後で社会復帰している。



－２４－

２

一般演題Ⅲ

術後リンパ嚢腫に対し保存的加療で軽快した２症例

琉球大学医学部腎泌尿器外科
泉惠一朗、木村隆、斎藤誠一

キーワード：リンパ嚢腫、術後合併症、ドレーン管理

＜症例１＞６８歳、男性、脳死献腎移植を施行。手術時間は５時間４６分、特に問題なく終了し
た。術後からドレーン廃液量が多く、術後７日経過するも１００ml/day 前後と減少傾向は示さ
なかった。廃液ドレーンは血清パターン。術後２１日目から凝固第XⅢ因子（Factor XⅢ）
製剤を合計５日間投与、及び高気圧酸素療法（HBO）を開始した。術後２７日目頃から徐々
にドレーン廃液量５０ml/day を下回るようになり、術後３６日目でドレーン抜去となった。
＜症例２＞４３歳、男性、兄弟間適合生体腎移植を施行。手術時間は６時間２０分で、特に問題
なく終了した。術後２～３日はドレーン廃液量は５０ml/day 以下で経過するも、術後６日目
頃から２００ml/day と増量を認めた。術後１４日目からHBO開始、１６日目からFactor XⅢ製剤
を合計５日間投与した。術後３０日目頃から徐々にドレーン廃液量が５０ml/day を下回り、術
後３４日目でドレーン抜去となった。
＜考察＞リンパ嚢腫は腎移植術後合併症の１－１２%と報告されている。以前当科では術後リ
ンパ嚢腫に対して開窓術を施行した３例の症例を報告した。今回、リンパ嚢腫に対しドレー
ン長期管理にて保存的に治癒し得た２症例を経験したので、若干の文献的考察を加え報告す
る。



－２５－

３

一般演題Ⅲ

心不全患者に対する腎移植
～麻酔と周術期管理に関する一考～

鹿児島大学病院泌尿器科
有馬純矢、山田保俊、斎藤朗毅、宮内大知、石原知明、鑪野秀一、西村博昭、
榎田英樹、中川昌之

【はじめに】重症心不全かつ低血圧の腎不全患者に対する腎移植手術は術後管理が困難であ
ることが予想され、通常は手術適応と判断されることは少ない。主に麻酔管理と術後管理が
手術成功の である。【症例】症例は３４歳男性、術前検査で左心不全が指摘され、βブロッ
カーとARB投与ならびに、ドライウエイト調整で心機能の回復を図るも改善は見られず、
最終的にEF１４％と評価された。麻酔科医、心臓外科医を含めた協力のもとで、生体腎移植
を施行した。術中収縮期血圧は７０～８０mHg程度で初尿は確認できなかった。術中術後とも
にボリュームビューモニターを指標に輸液管理を行い、特に術後は挿管せずに、ボリューム
ビューで呼吸・補液を管理することで肺水腫を回避しつつ最大限の補液を行いノルアドレナ
リン中止が可能となった。術後４日目抜管、術後１４日目透析離脱、術後１年目でCr２．１mg/
dl で外来フォロー中である。【結語】低心機能で低血圧の腎不全患者の場合、輸液管理の安
全域が狭いが、経食道エコー、肺動脈カテーテルに加えて、ボリュームビューモニターで管
理することにより、安全な血行動態管理が可能になる。



－２６－

１

一般演題Ⅳ

ドナー・レシピエントともにHBVキャリアにおける
生体腎移植の１例

長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科１）、腎臓内科２）、消化器内科３）、看護部４）

迎祐太１）、望月保志１）、松田剛１）、中西裕美１）、安田拓司１）、相良祐二１）、
松尾朋博１）、大庭康司郎１）、北村峰昭２）、原口雅史３）、川浪幸子４）、宮田康好１）、
西野友哉２）、中尾一彦３）、酒井英樹１）

キーワード：生体腎移植術、HBVキャリア

レシピエントは５２歳男性。X―３２年頃にネフローゼ症候群のため近医で腎生検を施行され、
IgA腎症の診断、同時にHBs 抗原陽性を指摘された。X―１年に腹膜透析導入となり、X年
に兄（HBs 抗原陽性０．６３４IU/mL、HBV-DNA定量＜１．０log copies/mL）をドナーとした
ABO血液型適合生体腎移植術を施行予定となった。
術１週間前よりタクロリムス・ミコフェノール酸モフェチル・メチルプレドニゾロン・バ

シリキシマブによる導入免疫抑制療法を開始した。当院消化器内科の精査で肝機能異常な
く、HBs 抗原陽性１７５０IU/mL、HBV-DNA定量２．０log copies/mL であったが、術５日前に
テノホビルを内服し、移植を施行した。
移植直後より移植腎機能は良好に発現し、術後８日目からテノホビル内服を再開した。移

植後３１日目に退院となり、退院時血清Cr１．０７mg/dL であった。現在HBV-DNAは検出感
度以下で肝機能異常なく経過しており、当院消化器内科外来でフォローアップ中である。移
植腎機能は血清Cr１．１mg/dL 程度で安定している。本症例を踏まえて、HBVキャリアのド
ナー・レシピエントに対する腎移植に関して若干の文献的考察を加えて報告する。



－２７－

２

一般演題Ⅳ

抗リン脂質抗体症候群を合併した SLE患者に
対する生体腎移植

県立宮崎病院外科１）、内科２）、レシピエント移植コーディネーター３）

寺坂壮史１）、大田弘恵３）、大友直樹１）、池田直子２）、上田尚靖２）、上田祐滋１）

キーワード：生体腎移植、原疾患、全身性エリテマトーデス、SLE、抗リン脂質抗体症候
群、APS

抗リン脂質抗体症候群（APS）は各種動静脈血栓症や習慣流産などの妊娠合併症を来す自己
免疫疾患であり、原発性APSと、全身性エリテマトーデス（SLE）に合併する二次性APS
が存在する。約半数が二次性と言われており、腎移植に際しては血栓症の発症や出血合併症
が問題とされる。症例は３３歳女性。１６歳時に SLEを発症した。２１歳時に腎機能障害に対し
て腎生検を行い、ループス腎炎と診断された。以後ステロイドパルス療法などの治療を行わ
れていたが３１歳時より腎機能の悪化が進行した。３３歳時、eGFRが１５を切ったところで腎代
替療法について説明を受け、夫をドナーとする先行的生体腎移植を希望された。術前検査で
抗カルジオリピン抗体、抗β２―グリコプロテイン１、ループスアンチコアグラントがいず
れも陽性であり、また以前に頭部MRI でラクナ 塞を指摘されて以降抗血小板薬を服用さ
れていたこともあり、抗リン脂質抗体症候群と診断した。APSに対する前処置としてRi-
tuximab の投与と術前４回の血漿交換を行った後、周術期のヘパリン投与のもと腎移植を施
行した。移植後の経過は良好で、術後１５日目に自宅退院し、現在まで特に問題なく経過して
いる。APS患者に対する腎移植における周術期管理法は確立しておらず、その報告例も少
ない。本症例につき、若干の文献的考察を加えて報告する。



－２８－

３

一般演題Ⅳ

生体腎移植後TMAの一例

福岡赤十字病院 外科１）、移植コーディネーター２）

錦建宏１）、本山健太郎１）、山本恵美２）、松本昂１）、佐藤瑶１）、鬼塚哲１）、
松田圭央１）、永松伊織１）、安井隆晴１）、梁井公輔１）、小倉康裕１）、井上重隆１）、
上田純二１）、小島雅之１）、永井英司１）、中房祐司１）

キーワード：腎移植 TMA a HUS

症例は６４歳男性。原疾患不明。妻をドナーとする透析導入前・血液型不適合生体腎移植目
的で入院。術前抗A抗体６４倍。FCXM陰性。抗ドナーHLA抗体陰性。リツキシマブ投与、
DFPP２回施行し、抗A抗体１６倍で腎移植を行った。術中トラブルなく、手術終了。術直
後より移植腎の拡張期血流が消失していたため、抗体関連拒絶を考慮し、術直後より IVIG
投与開始したが、術翌日より S-Cr の上昇を認め、徐々に尿量低下し、血尿・血小板減少・
LDH上昇を認め、急性抗体関連拒絶反応によるTMAと判断し、血漿交換（計５回）・リツ
キシマブ再投与・大量 IVIG の投与・ステロイドパルス療法を行った。その後、徐々に尿量
が増加し、術後２１日目に S-Cr の減少傾向を認め、透析離脱。術後４４日目に退院となった。
現在、術後３ヵ月目であるが、S-Cr は２mg/dl 前後で推移している。
従来、腎移植後のTMAは抗体関連拒絶や薬剤性（CNI）などの２次性のものとされてい
たが、最近は a HUS の再発症例も含まれていることが認識されてきている。腎移植後 a
HUS は急激かつ深刻に進行するため、早期に治療薬としてのエクリズマブの投与が必要と
なる。今回の症例では結果的に a HUS としてエクリズマブの投与は見送ったが、急激に悪
化する病態の中で、a HUS 診断法やエクリズマブによる治療介入などの情報収集に苦慮し
た。腎移植後TMAを発症した際、TTP・STEC HUS の除外診断・a HUS の診断・二次性
TMAの評価法などを整理し、症例を提示とともに報告する。



－２９－

４

一般演題Ⅳ

抗真菌薬の併用で免疫抑制剤の血中濃度
コントロールに苦慮した一症例

友愛会豊見城中央病院外科、内科、移植コーディネーター、薬剤科
大田守仁、辻村一馬、小録雅人、永山聖光、関浩道、屋嘉部生子、森山琴絵、
大城瑠奈

キーワード：血中濃度、抗真菌薬、ボリコナゾール

今回我々は抗真菌薬のボリコナゾールを併用してTAC、EVRの血中濃度コントロールに苦
慮した症例を経験したので報告する。症例は５８歳男性。５５歳時に慢性糸球体腎炎が原因の腎
不全に対して生体腎移植を施行。Cr１．３mg/dl 程度で腎機能は安定していたが、移植後４か
月目にBKV血症となりEVRを add on した。移植２４ヶ月目に肺化膿症を発症。MMFは中
止した。経過で肺アスペルギルス症の診断となり、当初はミカファンギンを投与も改善見ら
れず、膿胸から気管支胸膜 となりボリコナゾールを開始した。同時に免疫抑制剤はGra
１、EVR０．７５/０．７５、Med４であったのをEVR０．２５／０．２５に減量したところ、trough が
TAC１８．０、EVR１４．１まで上昇した。Gra を一時休薬しその後０．５mg隔日投与で再開したが
trough２．０程度になったため１mgの隔日投与とした。一方EVRは０．２５mg朝１回のみの投
与としたが trough が８を切らないため０．２５mgの隔日投与まで減量した。更にBKV血症が
再燃したためGra は０．５mg隔日投与に減量した。膿胸の治療には難渋したが何とか改善を
認めている。移植３６ヶ月目の腎生検ではARなく、BKVNも認めなかった。現在Cr１．８mg/
dl で trough は TAC１．８、EVR６．０。ボリコナゾールは継続予定となっている。



－３０－

第３９回九州腎臓移植研究会
協賛企業・団体一覧

第３９回九州腎臓移植研究会を開催するにあたり、多数の企業・団体の皆様に
ご支援およびご協力を賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。

第３９回九州腎臓移植研究会
会長 三股 浩光

・旭化成メディカル（株）
・アステラス製薬（株）
・（医）延寿会 織部泌尿器科
・キッセイ薬品工業（株）
・協和発酵キリン（株）
・（医）恵愛会 中村病院
・（医）三愛会
・（医）慈恵会
・（医）新生会 高田中央病院
・第一三共（株）
・たかはし泌尿器科医院
・武田薬品工業（株）
・中外製薬（株）
・日機装（株）
・ニプロ（株）
・日本化薬（株）
・（一社）日本血液製剤機構
・日本新薬（株）
・ノバルティスファーマ（株）
・扶桑薬品工業（株）
・ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）
・（医）凛彩会 かさぎ泌尿器科医院

（五十音順／２０１９年５月２３日現在）


