
年 分類1 分類2 ナンバー タイトル 共著･共同発表者名等 掲載誌 送付日 開催期間 口演分類 入力日 備考

98 AJ- CA 001- 低年齢ドナーからの献腎

移植ー成績、適応、限界

石川暢夫・田辺一成・高

橋公太・大田敏之・八木

沢隆・渕之上昌平・白髪

宏司・川口　洋・

伊藤克己・阿岸鉄三・東

間　紘

移植　３３（３）：２０

１，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998 シンポジウム

98 AJ- CA 002- 免疫抑制剤のコンバート

に積極的意義があるか？

田辺一成・石川暢夫・渕

之上昌平・徳本直彦・阿

岸鉄三・東間　紘

移植　３３（３）：２０

３，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998 ワークショップ

98 AJ- CA 004- 東京女子医科大学におけ

る１９９７年の腎移植臨

床検討

石川暢夫・田辺一成・兼

松明弘・大田敏之・徳本

直彦・河合達郎・渕之上

昌平・八木沢隆・

中沢速和・川口　洋・伊

藤克己・寺岡　慧・阿岸

鉄三・東間　紘・太田和

夫

移植　３３（３）：２０

７，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 005- 移植腎仮性動脈瘤の１例 三宮彰仁・佐藤純彦・小

山一郎・吉武　理・加藤

容二郎・中島一朗・唐仁

原全・藤田省吾・

渕之上昌平・阿岸鉄三

移植　３３（３）：２１

６，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 006- 促進型急性拒絶反応から

移植腎喪失したフローサ

イトメトリッククロス

マッチ陽性例

提嶋淳一郎・阿部正浩・

小池太郎・内田靖子・石

井保夫・中島一朗・河合

達郎・渕之上昌平・

阿岸鉄三

移植　３３（３）：２１

７，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 007- 生体肝移植（LT）と生体
腎移植（RT）を施行した
ARPKDの２歳児例（初報
告）

白髪宏司・渕之上昌平・

永渕弘之・小池太郎・提

嶋淳一郎・北島久視子・

藤田省吾・中島一朗・

田辺一成・東間　紘・樋

口千恵子・金子岩和・阿

岸鉄三・田中紘一・伊藤

克己

移植　３３（３）：２２

５，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998



98 AJ- CA 008- 著明な萎縮膀胱症例への

死体腎移植の一例

加藤容二郎・渕之上昌

平・石井保夫・内田靖

子・提嶋淳一郎・仁科裕

之・村上　徹・小池太

郎・

藤田省吾・唐仁原全・田

辺一成・中島一朗・東間

紘・阿岸鉄三

移植　３３（３）：２２

８，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 009- 腎動脈線維筋性異形成を

有する腎を用いた生体腎

移植の経験

戸田房子・田辺一成・天

野裕之・川瀬友則・石川

暢夫・東間　紘・阿岸鉄

三

移植　３３（３）：２３

７，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 010- 腎移植後長期治療を要し

たサイトメガロウイルス

初感染の一例

川瀬友則・石井保夫・村

上　徹・内海　謙・阿部

正浩・中島一朗・唐仁原

全・藤田省吾・

渕之上昌平・田辺一成・

東間　紘・阿岸鉄三

移植　３３（３）：２３

８，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 011- 術後１年後６ヵ月にて糖

尿病性腎症が再発したと

思われる１例

田上正茂・加藤容二郎・

吉武　理・三宮彰仁・提

嶋淳一郎・澤田登起彦・

小山一郎・星野智昭・

中村道郎・佐藤純彦・君

川正昭・藤田省吾・唐仁

原全・中島一朗・渕之上

昌平・寺岡　慧・

田辺一成・東間　紘・山

口　裕・阿岸鉄三

移植　３３（３）：２５

６，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998

98 AJ- CA 003- 小児死体腎移植の適応に

ついて

田辺一成・石川暢夫・太

田敏之・白髪宏司・伊藤

克己・渕之上昌平・徳本

直彦・阿岸鉄三・

伊藤克己

移植　３３（３）：２０

４，１９９８

（第３１回日本腎移植臨

床研究会抄録）

01/22-24/1998



98 AJ- CA 026- 生体部分肝移植ならびに

生体腎移植を施行した常

染色体劣性多発性嚢胞腎

（ＡＲＰＫＤ）の男児例

（本邦初例）

白髪宏司・渕之上昌平・

永渕弘之・秋岡祐子・小

池太郎・中島一朗・阿岸

鉄三・星井桜子・

和田尚弘・田中紘一・伊

藤克己

日本小児科学会雑誌　１

０２（３）：３８４，１

９９８

（第１０１回日本小児科

学会学術集会）

05/15-17/1998

98 AJ- CA 024- DFPPの至適置換液量及
びアルブミン（Alb）濃度
の検討

～連続的ヘマトクリット

モニター（CLMTM）を用
いた評価～

木全直樹・江口　圭・金

子岩和・廣谷紗千子・峰

島三千男・阿岸鉄三・二

瓶　宏

日腎会誌　４０（３）：

１６３，１９９８

（第４１回日本腎臓学会

学術総会）

05/11-12/1998

98 AJ- CA 048- 慢性炎症性脱随性根神経

炎（CIDP）における免疫
吸着療法の治療効果

近藤裕美・竹内　恵・太

田宏平・谷田部可奈・岩

田　誠・樋口千恵子・阿

岸鉄三

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：６
２，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998

98 AJ- CA 049- 免疫吸着法における白血

球L-セレクチン
太田宏平・清水優子・植

田美加・秋山尚子・樋口

千恵子・阿岸鉄三・岩田

誠

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：７
９，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998

98 AJ- CA 050- 神経免疫疾患における免

疫吸着療法時の随伴症状

について

清水優子・太田宏平・植

田美加・秋山尚子・岩田

誠・樋口千恵子・阿岸鉄

三

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：６
３，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998

98 AJ- CA 028- Bovine α1-3galactosyl
transferase　ノックアウ
トベクターの作成

ー核移植を用いたαGal
ノックアウト牛作成への

展望ー

澤田登起彦・横山尚彦・

小山一郎・村上　徹・中

島一朗・渕之上昌平・阿

岸鉄三・青柳敬人

Organ Biology
5(2):125,1998
（第５回日本臓器保存生

物医学会総会）

05/28-29/1998

98 AJ- CA 063- 透析患者に対する消化器

外科手術

中島一朗・渕之上昌平・

佐藤純彦・星野智昭・中

村道郎・廣谷紗千子・春

口洋昭・北島久視子・

君川正昭・藤田省吾・唐

仁原全・寺岡　慧・阿岸

鉄三

日消外会誌　３１

（２）：２０７，１９９

８

（第５1回日本消化器外
科学会総会）

02/1998



98 AJ- CA 025- 透析用人工血管移植術に

おける静脈側吻合の工

夫：静脈側Double-Outlet
吻合法および変法

内田靖子・中川芳彦・春

口洋昭・廣谷紗千子・藤

田省吾・阿部正浩・小池

太郎・渕之上昌平・

阿岸鉄三

日血外会誌　７（２）：

３９１，１９９８

（第２６回日本血管外科

学会学術総会）

05/13-14/1998

98 AJ- CA 018- 再循環腹膜透析における

除水能の評価

石田和寛・鈴木　聡・石

森　勇・金子岩和・峰島

三千男・佐中　孜・阿岸

鉄三

日本医工学治療学会第１

０回学術大会抄録集：２

６１，１９９８

02/13-15/1998

98 AJ- CA 019- 血漿分画分離器（Evaflux-
2A）におけるタンパク分
離特性の解明と適正操作

条件の検討

横井　良・堀部浩司・江

口　敬・星野敏久・金子

岩和・峰島三千男・木全

直樹・廣谷紗千子・

佐中　孜・阿岸鉄三

日本医工学治療学会第１

０回学術大会抄録集：２

６３，１９９８

02/13-15/1998

98 AJ- CA 020- 当センターにおける血液

透析用患者監視装置の保

守点検・修理内容の検討

近藤　修・芝田正道・道

小島明美・大瀬良篤・石

森　勇・深澤　篤・高野

知夫・金子岩和・

星野敏久・峰島三千男・

佐中　孜・二瓶　宏・阿

岸鉄三

日本医工学治療学会第１

０回学術大会抄録集：２

８７，１９９８

02/13-15/1998

98 AJ- A 021- 医工学治療におけるパラ

ダイムの拡大

阿岸鉄三 日本医工学治療学会第１

０回学術大会抄録集：１

４１，１９９８

02/13-15/1998 特別講演

98 AJ- CA 022- 心停止ドナーからの膵腎

複合移植

寺岡　慧・中村道郎・佐

藤純彦・星野智昭・春口

洋昭・廣谷紗千子・北島

久視子・君川正昭・

藤田省吾・唐仁原全・中

島一朗・中川芳彦・渕之

上昌平・阿岸鉄三

日本外科学会雑誌　９９

（suppl）：１９２，１９
９８

（第９８回日本外科学会

総会）

04/08/98

98 AJ- CA 023- 免疫不全ネズミを用いた

ヒトーブタ間細胞性免疫

解析モデル

澤田登起彦・渕之上昌

平・阿岸鉄三

日本外科学会雑誌　９９

（suppl）：４５４，１９
９８

（第９８回日本外科学会

総会）

04/08/98



98 AJ- CA 060- 免疫不全ネズミを用いた

ヒトーブタ間細胞性免疫

解析モデル

小山一郎・澤田登起彦・

提嶋淳一郎・唐仁原全・

中島一朗・渕之上昌平・

阿岸鉄三

第１回日本異種移植研究

会，１９９８

06/26/1998

98 AJ- CA 061- 核移植を用いたα1-3GT
ノックアウトウシ作成の

試み

澤田登起彦・村上　徹・

小山一郎・中島一朗・渕

之上昌平・阿岸鉄三・横

山尚彦・青柳敬人・

宇留野勝好

第１回日本異種移植研究

会，１９９８

06/26/1998

98 AJ- CA 065- 小児肝移植（LT）後のワ
クチン接種（V）の試み

白髪宏司・渕之上昌平・

高橋和浩・永渕弘之・秋

岡裕子・三宮彰仁・澤田

登起彦・小山一郎・

星野智昭・中村道郎・佐

藤純彦・春口洋昭・北島

久視子・君川正昭・唐仁

原全・中島一朗・

阿岸鉄三・田中紘一・伊

藤克己

第１６回肝移植研究会抄

録集：６８，１９９８

07/30-31/1998

98 AJ- CA 051- 血漿分画器における各種

タンパク成分の分離特性

に関する実験的検討

堀部浩司・横井　良・江

口　圭・星野敏久・金子

岩和・峰島三千男・木全

直樹・佐中　孜・

阿岸鉄三

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：７
７，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998

98 AJ- CA 052- 二重濾過血漿分離交換法

（DFPP）における置換
液の組成と量の安全域を

求めて

～クリットライン・デー

タからの検討～

木全直樹・峰島三千男・

江口　圭・金子岩和・阿

岸鉄三・二瓶　宏

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：７
７，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998

98 AJ- A 030- 伝統的原理による血液浄

化・血漿浄化

阿岸鉄三 日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５２９，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998



98 AJ- CA 031- Enhanced CAPD 峰島三千男・鈴木　聡・

佐中　孜・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５２９，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 032- Reciprocating Peritoneal
Dialysis (RPD)の臨床応用

鈴木　聡・峰島三千男・

佐中　孜・石森　勇・奥

田幸正・金子岩和・寺田

茂・樋口千恵子・

二瓶　宏・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５４７，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 033- Reciprocating PD(RPD)の
溶質除去に対する腹腔内

シュミレーション解析

奥田幸正・鈴木　聡・石

森　勇・石田和寛・吉川

学・横井　良・金子岩

和・峰島三千男・

佐中　孜・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５４７，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 034- デキストラン水溶液を用

いた大量濾過型血液浄化

器の溶質除去能の評価

石森　勇・相馬　泉・星

野敏久・金子岩和・峰島

三千男・佐中　孜・阿岸

鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５８５，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 035- 女性透析患者における脛

骨超音波伝播速度測定法

の臨床的検討

春口洋昭・佐中　孜・久

保和雄・樋口千恵子・阿

岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：５８８，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 036- 透析アミロイドーシスに

おけるヘムオキシゲナー

ゼー１の発現

小篠　榮・鈴木　聡・太

田和夫・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：６２７，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 037- ブラッドアクセスに対す

る三次元CT血管造影法の
試み

廣谷紗千子・徳中荘平・

下野康雄・酒井　浩・永

井　純・石川淑郎・阿岸

鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：６３０，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998



98 AJ- CA 038- ブラッドアクセスとして

のHickmanカテーテルの
有用性

小山一郎・春口洋昭・廣

谷紗千子・中島一朗・渕

之上昌平・寺岡　慧・阿

岸鉄三・白髪宏司・

伊藤克己

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：６７３，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 039- Vascular Closure Stapleを
用いた透析用人工血管吻

合術の検討

提嶋淳一郎・中川芳彦・

春口洋昭・阿部正浩・内

田靖子・村上　徹・渕之

上昌平・寺岡　慧・

阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：６８６，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 040- 難治性の十二指腸潰瘍出

血に対し動脈塞栓術が有

効であった腎不全患者の

１例

佐藤純彦・阿部正浩・唐

仁原全・中島一朗・渕之

上昌平・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７０２，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 041- 二次性上皮小体機能亢進

症に対するPEITの効果と
問題点ー当科における18
例の経験からー

北島久視子・渕之上昌

平・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７１４，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 042- 手根管症候群再発例に対

する鏡視下手根管開放術

の検討

中村道郎・春口洋昭・君

川正昭・藤田省吾・唐仁

原全・中島一朗・渕之上

昌平・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７２８，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 043- 生体肝・腎移植を施行し

た小児肝・腎不全患者の

術前・術後管理と問題点

唐仁原全・渕之上昌平・

提嶋淳一郎・小池太郎・

内田靖子・村上　徹・藤

田省吾・中島一朗・

佐藤純彦・北島久視子・

秋岡裕子・白髪宏司・伊

藤克己・田中紘一・阿岸

鉄三55

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７２９，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998



98 AJ- CA 044- 15年以上の長期透析例に
おける腎移植

川瀬友則・春口洋昭・唐

仁原全・君川正昭・中島

一朗・渕之上昌平・阿岸

鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７２９，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 045- クリットラインを用いた

DFPP中患者循環血液量
の連続測定

木全直樹・峰島三千男・

江口　圭・廣谷紗千子・

中内みゆき・新田孝作・

金子岩和・

阿岸鉄三・二瓶　宏

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７６７，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 046- 出血性膵仮性嚢胞に血管

塞栓術を施行し救命し得

た重症膵炎の一例

田上正茂・中村道郎・星

野智昭・澤田登起彦・提

嶋淳一郎・藤田省吾・唐

仁原全・中島一朗・

渕之上昌平・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７６９，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 047- 遺伝性楕円赤血球症に対

しRepeated PSEを施行し
た慢性腎不全患者の１例

星野智昭・佐藤純彦・川

瀬友則・中島一朗・渕之

上昌平・阿岸鉄三

日本透析医学会雑誌　３

１（suppl）：７８５，１
９９８

（第４３回日本透析医学

会学術集会・総会特別

号）

05/29-31/1998

98 AJ- CA 057- 開胸にて異所性上皮小体

を摘出した二次性上皮小

体機能亢進症の一例

佐藤純彦・田上正茂・川

瀬友則・三宮彰仁・星野

智昭・北島久視子・唐仁

原全・中島一朗・

渕之上昌平・阿岸鉄三・

前　昌宏・毛井純一・大

貫恭正・新田澄朗

第７回腎不全外科研究会

プログラム抄録集：１

２，１９９７

06/26-27/1998 1998/06/08

98 AJ- CA 058- 腎不全合併肝硬変患者に

生体肝移植を施行し術後

透析離脱に至った一例

中村道郎・星野智昭・佐

藤純彦・澤田登起彦・小

山一郎・北島久視子・春

口洋昭・君川正昭・

唐仁原全・中島一朗・渕

之上昌平・田中紘一・林

直諒・高崎　健

第７回腎不全外科研究会

プログラム抄録集：１

７，１９９７

06/26-27/1998 1998/06/08



98 AJ- CA 059- 透析患者の消化器病変ー

周術期管理ー

中島一朗・渕之上昌平・

小山一郎・佐藤純彦・星

野智昭・中村道郎・廣谷

紗千子・春口洋昭・

北島久視子・君川正昭・

唐仁原全・寺岡　慧・阿

岸鉄三

第７回腎不全外科研究会

プログラム抄録集：２

０，１９９７

06/26-27/1998 1998/06/08

98 AJ- CA 064- 生体肝腎移植術 渕之上昌平・中島一朗・

佐藤純彦・星野智昭・中

村道郎・北島久視子・春

口洋昭・君川正昭・

唐仁原全・阿岸鉄三・白

髪宏司・伊藤克己・高崎

健・林　直諒・田中紘一

日消外会誌　３１

（６）：１３０，１９９

８

（第５２回日本消化器学

会総会）

07/16-17/1998 1998/06/29

98 AJ- CA 076- APACHE II prognostic
system による急性腎不全
の生命予後評価

田中裕子・久保和雄・樋

口千恵子・佐中　孜・二

瓶　宏・阿岸鉄三

第９回急性血液浄化研究

会プログラム・抄録集：

６０，１９９８

10/08/1998 1998/07/27

98 AJ- CA 066- 成人間生体部分肝移植の

問題点ー成人生体肝移植

11症例の経験ー

中島一朗・渕之上昌平・

三宮彰仁・澤田登起彦・

小山一郎・佐藤純彦・星

野智昭・中村道郎・

北島久視子・春口洋昭・

君川正昭・唐仁原全・阿

岸鉄三・白髪宏司・伊藤

克己・高崎　健・

林　直諒・田中紘一

第１６回肝移植研究会抄

録集：３９，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05 シンポジウム

98 AJ- CA 067- 原発性胆汁性肝硬変にお

ける抗ミトコンドリア抗

体とIgMの生体部分肝移
植後の変動の検討

野口三四郎・橋本悦子・

合谷麻紀子・林　直諒・

次田　正・高崎　健・渕

之上昌平・阿岸鉄三・

田中紘一

第１６回肝移植研究会抄

録集：７８，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05



98 AJ- CA 068- 原発性胆汁性肝硬変に対

する生体部分肝移植症例

の検討

小山一郎・渕之上昌平・

中村道郎・佐藤純彦・石

田英樹・北島久視子・君

川正昭・唐仁原全・

中島一朗・高崎　健・橋

本悦子・林　直諒・田中

紘一・阿岸鉄三

第１６回肝移植研究会抄

録集：７９，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05

98 AJ- CA 069- 腎不全合併症例に対する

成人生体肝移植2症例
佐藤純彦・渕之上昌平・

頓所　展・矢嶋　淳・吉

村直子・辻　和彦・川瀬

友則・三宮彰仁・

小山一郎・中村道郎・石

田英樹・北島久視子・君

川正昭・唐仁原全・中島

一朗・阿岸鉄三・

橋本悦子・林　直諒・高

崎　健・田中紘一

第１６回肝移植研究会抄

録集：９２，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05

98 AJ- CA 070- 生体肝移植後肝静脈吻合

部狭窄に対する経皮経静

脈的バルーン拡張術の検

討

三宮彰仁・佐藤純彦・星

野智昭・中村道郎・石田

英樹・君川正昭・春口洋

昭・北島久視子・

廣谷紗千子・小山一郎・

内海　謙・川瀬友則・吉

村直子・唐仁原全・中島

一朗・渕之上昌平・

阿岸鉄三・遠田　譲・田

中紘一

第１６回肝移植研究会抄

録集：１０８，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05



98 AJ- CA 071- 生体肝腎移植術3例の経
験

中村道郎・渕之上昌平・

中島一朗・三宮彰仁・吉

武　理・澤田登起彦・小

山一郎・佐藤純彦・

北島久視子・春口洋昭・

君川正昭・唐仁原全・阿

岸鉄三・白髪宏司・伊藤

克己・高崎　健・

林　直諒・野崎幹弘・田

中紘一

第１６回肝移植研究会抄

録集：１１５，１９９８

07/30-31/1998 1998/08/05

98 AJ- CA 054- The cloning of bovine α 1-3
galactosyl transferase

澤田登起彦・石田英樹・

唐仁原全・中島一朗・渕

之上昌平・阿岸鉄三

東女医大誌　６８（６・

７）：３７７，１９９８

（東京女子医科大学学会

第３１５回例会）

06/25/1998 1998/08/12

98 AJ- CA 055- 生体肝腎移植術 中島一朗・渕之上昌平・

三宮彰仁・澤田登起彦・

小山一郎・佐藤純彦・星

野智昭・中村道郎・

北島久視子・春口洋昭・

君川正昭・唐仁原全・阿

岸鉄三・白髪宏司・伊藤

克己・高崎　健・

林　直諒・野崎幹弘・田

中紘一

東女医大誌　６８（６・

７）：３７７，１９９８

（東京女子医科大学学会

第３１５回例会）

06/25/1998 1998/08/12

98 AJ- A 072- 代用赤血球が期待される

病態

阿岸鉄三 人工血液　６（３）：６

４，１９９８

（第５回日本血液代替物

学会）

09/04-05/1998 1998/08/19 シンポジウム

98 AJ- CA 029- 心停止ドナーからのブタ

同所性肝移植：4℃およ
び37℃ UW液を用いた初
期潅流の比較

三宮彰仁・唐仁原全・吉

武　理・澤田登起彦・小

山一郎・提嶋淳一郎・廣

谷紗千子・中島一朗・

渕之上昌平・阿岸鉄三

Organ Biology
5(2):132,1998
（第５回日本臓器保存生

物医学会総会）

05/28-29/1998 1998/08/28



98 AJ- A 073- 血液浄化療法における異

論・争論

阿岸鉄三 医工学治療　１０

（suppl）：１７，１９９
８

（日本医工学治療学会第

１１回学術大会）

09/11-12/1998 1998/09/01

98 AJ- CA 074- 透析液調整作業の省力化

と清浄化を目的とした透

析装置の導入経験

金子岩和・星野敏久・芝

田正道・森　正人・村上

淳・星野哲史・峰島三千

男・久保和雄・佐中　孜

阿岸鉄三

医工学治療　１０

（suppl）：４２，１９９
８

（日本医工学治療学会第

１１回学術大会）

09/11-12/1998 1998/09/01

98 AJ- CA 075- Reciprocating Peritoneal
Dialysis(RPD)における
urea除去特性の理論的解
明

奥田幸正・鈴木　聡・石

森　勇・石田和寛・金子

岩和・峰島三千男・佐中

孜・阿岸鉄三

医工学治療　１０

（suppl）：５０，１９９
８

（日本医工学治療学会第

１１回学術大会）

09/11-12/1998 1998/09/01

98 AJ- CA 077- Hickman catheter を用い
た小児透析の溶質除去特

性

芝田正道・清水幹夫・上

坪寛輝・相馬　泉・星野

敏久・金子岩和・永渕弘

之・高橋和浩・

秋岡祐子・白髪宏司・伊

藤克己・佐中　孜・峰島

三千男・阿岸鉄三

第９回急性血液浄化研究

会プログラム・抄録集：

４９，１９９８

10/08/1998 1998/09/08

98 AJ- CA 078- 新生児に対するpredilution
HFの臨床経験

相馬　泉・清水幹夫・芝

田正道・星野敏久・金子

岩和・峰島三千男・永渕

弘之・秋岡祐子・白髪宏

司

伊藤克己・佐中　孜・阿

岸鉄三

第９回急性血液浄化研究

会プログラム・抄録集：

６７，１９９８

10/08/1998 1998/09/08 ポスター

98 AJ- CA 086- 肝腎移植後に骨病変の改

善を認めた小児例

高橋和浩・永渕弘之・秋

岡祐子・白髪宏司・伊藤

克己・中島一朗・渕之上

昌平・阿岸鉄三

日腎会誌　４０（６）：

４９１，１９９８

（第２８回日本腎臓学会

東部学術大会）

11/20-21/1998 1998/09/24



98 AJ- CA 087- FGS症例の腎移植後の長
期予後

大坪　茂・田辺一成・新

村浩明・徳本直彦・石川

暢夫・白髪宏司・伊藤克

己・本田一穂・新田孝

作・

二瓶　宏・渕之上昌平・

阿岸鉄三・東間　紘

日腎会誌　４０（６）：

４９１，１９９８

（第２８回日本腎臓学会

東部学術大会）

11/20-21/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 088- 臓器移植ネットワーク開

設後の小児献腎移植例の

検討

石川暢夫・田辺一成・白

髪宏司・伊藤克己・東間

紘・阿岸鉄三

日腎会誌　４０（６）：

４９１，１９９８

（第２８回日本腎臓学会

東部学術大会）

11/20-21/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 089- 慢性炎症性脱髄性多発根

神経炎（CIDP）に対し免
疫吸着療法の長期継続治

療を有した一症例

関根淑恵・木全直樹・太

田宏平・清水優子・植田

美加・岩本祐介・佐中

孜・阿岸鉄三・岩田

誠・

二瓶　宏

日腎会誌　４０（６）：

５３４，１９９８

（第２８回日本腎臓学会

東部学術大会）

11/20-21/1998 1998/09/24 ポスター
京王プラザホテル、新

宿

98 AJ- CA 012- 生体肝移植後に劇症性肝

炎の再発を来した１例

佐藤純彦・渕之上昌平・

南里正之・提嶋淳一郎・

小池太郎・北島久視子・

藤田省吾・唐仁原全・

中島一朗・中川芳彦・阿

岸鉄三・高崎　健・橋本

悦子・林　直諒・白髪宏

司・伊藤克己・田中紘一

移植　３３（４）：３０

８，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 013- 慢性腎不全合併症例に対

する生体部分肝移植

提嶋淳一郎・渕之上昌

平・小池太郎・石井保

夫・内田靖子・村上

徹・仁科裕之・佐藤純

彦・

阿部正浩・北島久視子・

藤田省吾・唐仁原全・中

川芳彦・中島一朗・阿岸

鉄三・秋岡祐子・

白髪宏司・伊藤克己・高

崎　健・田中紘一

移植　３３（４）：３１

０，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24



98 AJ- CA 014- 血液浄化を行った肝移植

小児12例の検討
谷口由枝・白髪宏司・渕

之上昌平・中島一朗・小

池太郎・内田靖子・仁科

裕之・提嶋淳一郎・

村上　徹・赤松　真・北

島久視子・藤田省吾・阿

岸鉄三・秋岡祐子・柳下

肇・此元隆雄・伊藤克己

金子岩和・樋口千恵子・

田中紘一

移植　３３（４）：３１

０，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 015- 肝移植患者におけるブ

ラッドアクセスとしての

Hickmanカテーテルの有
用性

藤田省吾・渕之上昌平・

寺岡　慧・阿岸鉄三・白

髪宏司・伊藤克己

移植　３３（４）：３１

２，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 016- 原発性高シュウ酸尿症Ⅰ

型（PH）に対する生体部
分肝・腎移植

白髪宏司・渕之上昌平・

中島一朗・小池太郎・内

田靖子・仁科裕之・提嶋

淳一郎・村上　徹・

赤松　真・北島久視子・

藤田省吾・阿岸鉄三・谷

口由枝・伊藤克己・高崎

健・林　直諒・東間　紘

市山　新・田中紘一

移植　３３（４）：３１

２，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24

98 AJ- CA 017- 生体肝移植におけるステ

ロイド離脱の検討

阿部正浩・渕之上昌平・

小池太郎・内田靖子・村

上　徹・仁科裕之・石井

保夫・提嶋淳一郎・

佐藤純彦・北島久視子・

春口洋昭・唐仁原全・藤

田省吾・中川芳彦・中島

一朗・阿岸鉄三・

白髪宏司・伊藤克己・田

中紘一

移植　３３（４）：３２

３，１９９８

（第１５回肝移植研究

会）

01/22-24/1998 1998/09/24



98 AJ- A 079- ２１世紀のアフェレシス

療法の展望

阿岸鉄三 第４回日本アフェレシス

学会九州地方大会プログ

ラム・抄録集：１３，１

９９８

10/17/1998 1998/09/29 特別講演

98 AJ- CA 080- 腹膜透析液の再生を目的

とした連続的再循環腹膜

透析（CRPD）システム
の開発

鈴木　聡・峰島三千男・

廣谷紗千子・金子岩和・

佐中　孜・阿岸鉄三・増

田利明・服部博行

人工臓器　２７（４）：

s１１，１９９８
（第３６回日本人工臓器

学会大会）

10/22-23/1998 1998/10/19

98 AJ- CA 081- 膜型人工腎の機能分類と

その評価法

峰島三千男・阿岸鉄三 人工臓器　２７（４）：

s２５，１９９８
（第３６回日本人工臓器

学会大会）

10/22-23/1998 1998/10/19

98 AJ- CA 082- 抗ドナー抗体陽性移植腎

機能障害患者に対する

DFPPによる抗体除去効
果

君川正昭・中島一朗・寺

岡　慧・阿岸鉄三

人工臓器　２７（４）：

s８６，１９９８
（第３６回日本人工臓器

学会大会）

10/22-23/1998 1998/10/19

98 AJ- CA 083- 濾過促進型血液透析の有

用性

峰島三千男・星野敏久・

金子岩和・佐中　孜・阿

岸鉄三・中村　豊・増田

利明・服部博行

人工臓器　２７（４）：

s８８，１９９８
（第３６回日本人工臓器

学会大会）

10/22-23/1998 1998/10/19

98 AJ- CA 085- 血漿交換療法が奏功した

向精神薬大量服用の一例

深澤　哲・永渕弘之・高

橋和浩・松本尚子・浅野

貴子・秋岡祐子・白髪宏

司・伊藤克己・木全直

樹・阿岸鉄三

第７回日本アフェレシス

学会　関東甲信越地方会

プログラム・抄録集：

７，１９９８

11/14/1998 1998/11/04

98 AJ- A 084- 主として下肢閉塞性動脈

硬化症(ASO)に対する外
気功の臨床効果

阿岸鉄三・北島久視子 日臨外会誌　５９

（suppl）：２３３，１９
９８

（第６０回日本臨牀外科

学会総会）

11/10-12/1998 1998/11/04



98 AJ- CA 090- 糖尿病性腎不全に対する

腎移植の予後に関する検

討

佐藤純彦・馬場園哲也・

中村道郎・星野智昭・提

嶋淳一郎・唐仁原全・藤

田省吾・中島一朗・

渕之上昌平・朝永　修・

寺岡　慧・阿岸鉄三・

移植　３３（suppl）：１
３３，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10 シンポジウム

98 AJ- CA 091- 心停止下肝移植における

初期潅流液の意義

唐仁原全・三宮彰仁・吉

武　理・澤田登起彦・村

上　徹・川瀬友則・小山

一郎・内海　謙・

石田英樹・廣谷紗千子・

佐藤純彦・中村道郎・中

島一朗・渕之上昌平・阿

岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
５１，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 092- 腎移植における経口

tacrolimus導入
唐仁原全・渕之上昌平・

君川正昭・中村道郎・佐

藤純彦・石田英樹・小山

一郎・内海　謙・三宮彰

仁

川瀬友則・甲斐耕太郎・

吉村直子・中島一朗・寺

岡　慧・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
５４，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 093- 術前既存抗体陽性例の長

期腎機能成績（術前血漿

交換例を中心として）

原野正彦・田辺一成・徳

本直彦・石川暢夫・新村

浩朗・渕之上昌平・東間

紘・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
５７，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 094- 腎二次移植（再移植）症

例の臨床的検討

石川暢夫・田辺一成・徳

本直彦・八木沢隆・合谷

信行・中島一朗・渕之上

昌平・中沢速和・

伊藤克己・寺岡　慧・東

間　紘・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
５９，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 095- 腎移植における免疫寛容

の誘導ー実験的、臨床的

検討

君川正昭・中村道郎・寺

岡　慧・阿岸鉄三・

D.H.Sachs,A.B.Cosimi

移植　３３（suppl）：１
６３，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10



98 AJ- CA 096- シクロスポリン治療下の

難治性拒絶反応、慢性拒

絶反応およびIgA腎症に対
するタクロリムス救済療

法の効果について

徳本直彦・田辺一成・石

川暢夫・大島　直・新村

浩明・合谷信行・八木沢

隆・中島一朗・中沢速

和・

渕之上昌平・東間　紘・

阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
６７，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 097- 抗αβTCR・イディオタイ
プ抗体によるT細胞での
抗原特異的な免疫抑制の

基礎研究

早坂勇太郎・渕之上昌

平・寺岡　慧・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
６７，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 098- タクロリムスの至適投与

法についての検討

小山一郎・君川正昭・中

村道郎・佐藤純彦・石田

英樹・唐仁原全・中島一

朗・渕之上昌平・寺岡

慧

阿岸鉄三・田辺一成・東

間　紘

移植　３３（suppl）：１
６９，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 099- 心停止ドナーからの膵腎

複合移植-Graft viabilityと
予後-

廣谷紗千子・寺岡　慧・

中村道郎・佐藤純彦・石

田英樹・春口洋昭・北島

久視子・君川正昭・

唐仁原全・中川芳彦・中

島一朗・渕之上昌平・阿

岸鉄三・朝長　修・馬場

園哲也・大河原久子・

岩本安彦

移植　３３（suppl）：１
７４，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 100- 慢性拒絶反応における抗

ドナー抗体の影響

君川正昭・川瀬友則・三

宮彰仁・内海　謙・小山

一郎・中村道郎・佐藤純

彦・石田英樹・唐仁原

全・

田辺一成・中島一朗・渕

之上昌平・寺岡　慧・東

間　紘・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
８２，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10



98 AJ- CA 101- HCV陽性透析患者と腎移
植患者のIFN-αの治療効果

徳本直彦・田辺一成・石

川暢夫・大島　直・合谷

信行・八木沢隆・中沢速

和・橋本悦子・

渕之上昌平・林　直諒・

東間　紘・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
８６，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 102- OKT3によるrescue
therapyを受けた腎移植患
者の長期成績

乾　政志・田辺一成・石

川暢夫・徳本直彦・合谷

信行・八木沢隆・中沢速

和・渕之上昌平・東間

紘

阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
８８，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 103- 腎移植患者における妊娠

後の移植腎機能について

徳本直彦・田辺一成・石

川暢夫・大島　直・新村

浩明・合谷信行・八木沢

隆・中沢速和・渕之上昌

平

東間　紘・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：１
８９，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 104- 成人生体肝移植後高ビル

ビリン血症に対するビル

ビリン吸着療法の有用性

について

三宮彰仁・石田英樹・佐

藤純彦・辻　和彦・吉村

直子・北島久視子・唐仁

原全・中島一朗・

渕之上昌平・阿岸鉄三・

田中紘一

移植　３３（suppl）：２
０３，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 105- 腎不全を合併した生体肝

移植症例5例の経験
中村道郎・渕之上昌平・

中島一朗・三宮彰仁・澤

田登起彦・小山一郎・佐

藤純彦・北島久視子・

春口洋昭・君川正昭・唐

仁原全・白髪宏司・伊藤

克己・高崎　健・林　直

諒・野崎幹弘・田中紘

一・

阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：２
０５，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10



98 AJ- CA 106- ABO血液型不適合間生体
肝移植3例の治療経験

内海　謙・渕之上昌平・

中島一朗・唐仁原全・阿

部正浩・小池太郎・佐藤

純彦・阿岸鉄三・白髪宏

司

伊藤克己・林　直諒・高

崎　健・田中紘一

移植　３３（suppl）：２
０６，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 107- 生体部分肝移植術後の拒

絶反応時における病理

辻　和彦・提嶋淳一郎・

唐仁原全・中島一朗・渕

之上昌平・阿岸鉄三・橋

本悦子

移植　３３（suppl）：２
１１，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/10

98 AJ- CA 108- Donor specific oral
hyporesponsiveness

小山一郎・三宮彰仁・辻

和彦・澤田登起彦・中島

一朗・渕之上昌平・阿岸

鉄三・金井孝夫

移植　３３（suppl）：２
２１，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/11 ポスター

98 AJ- CA 109- 腎移植症例におけるアン

ギオテンシン変換酵素阻

害薬の効果

甲斐耕太郎・唐仁原全・

川瀬友則・内海　謙・小

山一郎・中村道郎・中島

一朗・渕之上昌平・

阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：２
２５，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/11 ポスター

98 AJ- CA 110- ウシ胎児線維芽細胞に対

するα1-3GT targeting
vectorの導入
ー核移植を用いたα1-3GT
ノックアウトウシの作

製ー

村上　徹・澤田登起彦・

横山尚彦・小山一郎・石

田英樹・唐仁原全・中島

一朗・渕之上昌平・

相原英三・青柳敬人・宇

留野勝好・阿岸鉄三

移植　３３（suppl）：２
３４，１９９８

（第３４回日本移植学会

総会）

11/30-12/2/98 1998/11/11 ポスター

98 AJ- CA 027- 劇症肝炎７例に対する生

体部分肝移植

谷口由枝・白髪宏司・渕

之上昌平・柳下　肇・永

渕弘之・秋岡祐子・中島

一朗・阿岸鉄三・田中紘

一

伊藤克己

日本小児科学会雑誌　１

０２（３）：３５５，１

９９８

（第１０１回日本小児科

学会学術集会）

05/15-17/1998 1999/02/24

98 AJ- CA 053- 抗ドナー抗体陽性腎移植

患者に対するDFPPを用
いた抗体除去の試み

君川正昭・阿部正浩・星

野智昭・中村道郎・佐藤

純彦・藤田省吾・唐仁原

全・中島一朗・

渕之上昌平・寺岡　慧・

阿岸鉄三

日本アフェレシス学会雑

誌　１７（suppl）：５
６，１９９８

（第１８回日本アフェレ

シス学会学術大会）

06/04-05/1998 1999/03/23



98 AJ- CA 056- Bio-artificial endocrine
pancreasの血糖調節能と
自己膵組織への影響

廣谷紗千子・渕之上昌

平・寺岡　慧・阿岸鉄

三・大河原久子

東女医大誌　６８（６・

７）：３７９，１９９８

（東京女子医科大学学会

第３１５回例会）

06/25/1998 1998/08/12

98 AJ- A 062- 糖尿病由来透析患者に特

有な末梢循環障害

阿岸鉄三 Medical Tribune
p30('98.9.10)
（第６回群馬プロスタサ

イクリン研究会）

07/09/1998 1998/11/05 講演内容録


