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第23回日本小腸移植研究会開催にあたって

　このたびは、第23回日本小腸移植研究会のお世話をさせていただくこととなり、大変光
栄に存じますと共に、責任に身の引き締まる思いでございます。
　国内生体小腸移植がはじめて行われる直前、前任の京都大学で、Gruessner 教授と
Langnas 教授をお招きして田中紘一先生が平成10年に主催された第11回本研究会のお世
話をさせていただいたことが思い起こされます。当時の抄録集を見ますとまだ臨床演題は
一題もありませんでした。今回、皆様のご協力のおかげをもちまして、23題のご演題が集
まり、その多くは臨床に関するものになっており、この13年間の流れを実感しております。
一方で、基礎的演題が著減しており、国内臨床医学全般の流れはこの領域でも認められる
ように感じております。脳死小腸移植も着実に増加しており、会員の皆様とともに、本研
究会が、なお課題の多いこの領域の進歩に、基礎臨床の両面で資するように願っております。
　今回の研究会では、特別講演として、パリの Necker 小児病院 Olivier Goulet 先生をお
招きし、小児を中心とした腸管リハビリテーションや小腸移植における先進地域の現況を
御教授いただきます。教育講演では、京都大学再生研の坂口所長に、移植免疫でも重要な
役割を担う制御性 T 細胞研究の現況をお話しいただきます。また、ランチョンセミナーで
は、旭川医大古川博之教授に、法律が改正なった後の脳死臓器提供、臓器摘出の実態など
も含め、臨床的な最新のお話しをうかがいたいと思います。このセミナーは、移植医療啓
発活動の一環として、熊本県と熊本大学医学部附属病院が地域医療再生交付金の補助によ
り共催する形を取らせていただきました。
　一般演題としてご応募いただいた中から、直接臨床小腸移植に関連するものを選ばせて
いただき、シンポジウムを組ませていただきました。話題を共有しながら、演題の内容に
とどまらない議論をしていただければと期待しております。
　3月の熊本はもうかなり暖かく、また特筆すべきは、研究会当日である3月12日に九州
新幹線が博多から鹿児島まで全通いたします。このため、交通や宿泊の手配でややご不便
をおかけした面があるかもしれません。記念となる日の開催に免じてお許しください。築
城400年のお城や、おいしい熊本の食べ物、焼酎も楽しんでいただき、ついでに新幹線の
話題も話の種としてお持ち帰りください。阿蘇は、霧島噴火の影響はありませんが、ちょ
うど野焼きのころで、緑のはずが真っ黒な山肌になっている珍しい頃かと存じます。
　みなさまのご参加を、教室員一同心よりお待ちしております。

第23回日本小腸移植研究会 当番世話人
熊本大学医学部附属病院小児外科・移植外科教授
熊本大学医学部附属病院長 猪股裕紀洋
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平成23年 3月11日金　［推進委員会・世話人会・懇親会］
会 場：KKRホテル熊本 〒860-0001  熊本県熊本市千葉城町3-31　電話 096-355-0121（代表）　　　　　　

●推進委員会
 14:30～15:30 1F「天草」
●世 話 人 会
 16:00～17:00 1F「天草」
●全員懇親会
 17:30～ 3F「金峯･市房」

市電・バスで ……………………「市役所前」下車　徒歩6分

■熊本駅から 車で　…………………………………………… 15分
 市電で……………「市役所前」下車　徒歩6分

■熊本空港から 車で　…………………………………………… 40分
 空港リムジンバス 「通町筋」下車　徒歩10分

■熊本交通センターから ……………………………… 　車で5分

■九州自動車道から
　　（国道36号線経由）益城熊本空港ICから …………… 車で30分
　　（国道57号線経由）熊本ICから………………………… 車で30分

駐車場：70台　※駐車台数に限りがございます。出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

交
通
ア
ク
セ
ス
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会場案内 3/12土

平成23年 3月12日土　［研究会・総会・研究奨励賞授賞式］
会 場：くまもと県民交流館パレア 
 10Fパレアホール（鶴屋百貨店東館10F）
 〒860-8554  熊本市手取本町8-9 テトリアくまもとビル（鶴屋百貨店東館）　
 電話 096-355-4300
 ※鶴屋百貨店東館水道町電停側入口よりお入りになり、
 　エレベーターにて10Fにお上がり下さい。

　　●研 究 会   8:30　開場 10F パレアホール
　　●総　　会 14:00～14:20 10F パレアホール
　　●研究奨励賞授賞式 16:45～16:55 10F パレアホール

市電・バスで ………………………「水道町」下車　徒歩1分

■熊本駅から 車で　…………………………………………… 15分
 市電で ……………「水道町」下車　徒歩1分
 　　　 ……………「通町筋」下車　徒歩2分

■熊本空港から 車で　…………………………………………… 40分
 空港リムジンバス 「通町筋」下車　徒歩1分

■熊本交通センターから ……………………………… 　車で5分

■九州自動車道から
　　（国道36号線経由）益城熊本空港ICから …………… 車で30分
　　（国道57号線経由）熊本ICから………………………… 車で30分

駐車場：なし　※公共の交通機関または隣接の県営有料駐車場をご利用下さい。
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参加者へのお知らせ

参　加　費

参加費3,000円を会場受付にて申し受けます。参加証をお受け取り下さい。

新 規 入 会

会場受付にて申し受けます。個人会員：2,000円　施設会員：10,000円

演 題 発 表

1.	  一般口演の発表時間は6分、討論時間は3分です。時間厳守をお願いいたします。

2.	シンポジウムの発表時間は7～10分でお願いいたします。

3.	 セッション開始60分前までに PC 受付にてデータの提出をお願いいたします。発表
15分前までに会場前方の次演者席で待機して下さい。早朝のセッションの受付につ
きましては、開場が8：30ですので、8：30よりお願いいたします。

4.	 すべて PC 発表といたします。スライド、ビデオ、DVD の使用はできません。発表デー
タにつきましては、動画を含まない場合は Windows 7で動作確認し、PowerPoint2010
のファイル形式で USB メモリーあるいは CD－R の形でお持ち下さい。

  上記以外のファイルや Macintosh で作成された場合、あるいは動画を使用される場合
は必ず電源、D－SUB15ピン交換コネクターと共に、ご自身の PC をお持ち下さい。

  なおご自身の PC で発表される際には、あらかじめモニター出力の解像度が XGA
（1024×768）に設定されていることをご確認下さい。

  フォントは、MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝、Century、Symbol
等の標準フォントでお願いいたします。特殊フォントは動作しないことがありますの
で、ご遠慮下さい。

二 次 抄 録

本研究会での発表内容は、雑誌「移植」に研究会記録として掲載されます。すでにお
送りいただきました一次抄録から修正がある場合は、当日 CD－R にて二次抄録をご提
出下さい。
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臨床小腸移植推進委員会

日　時：平成23年3月11日（金）14：30～15：30

会　場：KKR ホテル熊本 1F「天草」

世 話 人 会

日　時：平成23年3月11日（金）16：00～17：00

会　場：KKR ホテル熊本 1F「天草」

　　　　※ 控え室として、1Fティーラウンジ「チバジョウ」（正面玄関横）にお席をご用意して
おりますので、ご利用下さい。ご利用の際には、本研究会にご参加の旨お伝え下さい。

全員懇親会

日　時：平成23年3月11日（金）17：30～

会　場：KKR ホテル熊本 3F「金峯・市房」

総　　　会

日　時：平成23年3月12日（土）14：00～14：20

会　場：くまもと県民交流館パレア 10F パレアホール

研究奨励賞受賞式

日　時：平成23年3月12日（土）16：45～16：55

会　場：くまもと県民交流館パレア 10F パレアホール

事　務　局
〒860⊖8556　熊本市本荘1⊖1⊖1
熊本大学小児外科・移植外科
第23回日本小腸移植研究会事務局　担当：武市卒之
電話：096⊖373⊖5616　FAX：096⊖373⊖5783
E-mail：sbt23@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp
URL：http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/ishoku/jssbt23/
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日　程　表

8：30～ 開場・受付開始

8：55～9：00 開会の辞　　猪股裕紀洋（熊本大学小児外科・移植外科）

9：00～9：30 一般演題1 ［看　護］ 座長：松田貴恵子（熊本大学医学部附属病院看護部）

9：30～10：10 一般演題2 ［基　礎］ 座長：森川　康英（慶應義塾大学小児外科）

10：10～10：50 一般演題3 ［小腸機能不全Ⅰ］ 座長：前田　貢作（自治医科大学小児外科）

10：50～11：00 休　　憩

11：00～12：00 教育講演 司会：阿曽沼克弘（熊本大学医学部附属病院移植医療学）

［制御性T細胞による免疫応答制御］
坂口　志文　�京都大学再生医科学研究所 所長 

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授

 共催：株式会社ベネシス

12：00～13：00 ランチョンセミナー 司会：猪股裕紀洋（熊本大学小児外科・移植外科）

［国内外における小腸移植の現況］
古川　博之　旭川医科大学消化器外科・一般外科 教授

 共催：熊本県、熊本大学医学部附属病院

13：00～14：00 特別講演 司会：福澤　正洋（大阪大学小児成育外科）

［New�insights�in�the�management�of�intestinal�failure�and�transplantation］
Olivier�GOULET�MD,�PhD�
　　 Professor of Pediatrics, Pediatric Gastroenterology and Nutrition 

Necker- Enfants Malades Hospital, University of Paris V – René Descartes

 共催：アステラス製薬株式会社

14：00～14：20 総　　会

14：20～15：05 一般演題4 ［小腸機能不全Ⅱ、移植適応］ 座長：仁尾　正記（東北大学小児外科）

15：05～15：15 休　　憩

15：15～16：45 シンポジウム ［臨床小腸移植の現状と課題］
 座長：田口　智章（九州大学小児外科）　　　　　　　　 
 古川　博之（旭川医科大学消化器外科・一般外科）

16：45～16：55 研究奨励賞授賞式

16：55～17：00 閉会の辞　　猪股裕紀洋（熊本大学小児外科・移植外科）
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プログラム

一般演題1　［看　護］　9：00～9：30 座長：松田貴恵子（熊本大学医学部附属病院看護部）

1 初めての症例である小腸移植術後の看護を通して
久保田和加子　熊本大学病院 東病棟8階 小児外科　

2 小腸移植後に生じた問題点についての振り返り
南里　泰子　九州大学病院 小児医療センター　

3 小腸移植における術前オリエンテーションの有効性についての検討
利部なつみ　東北大学病院 東5階病棟 小児外科　

一般演題2　［基　礎］　9：30～10：10 座長：森川　康英（慶應義塾大学小児外科）

1 短腸症候群ラットモデルにおける Serial transverse enteroplasty procedure（STEP）の 
腸管機能に対する有用性に関する検討

中目　和彦　鹿児島大学病院 小児外科

2 小腸虚血再灌流障害に対する新戦略：間葉系幹細胞の血管内投与
笠原　尚哉　自治医科大学先端医療技術開発センター先端治療開発部門　

3 カルシニューリン阻害剤及びケモカイン阻害剤 TAK-779のラット小腸移植における効果の検討
高間　勇一　大阪大学大学院医学研究科小児成育外科　

4 小腸移植領域における蛍光内視鏡の応用
阪本　靖介　国立成育医療研究センター移植外科　

一般演題3 ［小腸機能不全Ⅰ］　10：10～10：50 座長：前田　貢作（自治医科大学小児外科）

1 Extensive aganglionosisに対し Serial transverse enteroplasty（STEP）を施行した1例
古川　泰三　京都府立医科大学大学院 小児外科学

2 間接熱量測定により残存消化管の吸収能を検討した広範囲小腸切除後の1症例
七種　伸行　久留米大学医学部外科学講座小児外科部門

3 小腸移植待機中の短腸症候群患児における血中シトルリン値の長期経過
寺脇　　幹　東京大学小児外科

4 小腸不全患児に発症したカテーテル関連血流感染症に対する当科の試み
山根　裕介　国立成育医療研究センター

教育講演　11：00～12：00 司会：阿曽沼克弘（熊本大学医学部附属病院移植医療学）

［制御性T細胞による免疫応答制御］
坂口　志文　�京都大学再生医科学研究所 所長 

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授

ランチョンセミナー　12：00～13：00 司会：猪股裕紀洋（熊本大学小児外科・移植外科）

［国内外における小腸移植の現況］
古川　博之　旭川医科大学 消化器外科・一般外科 教授
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特別講演　13：00～14：00 司会：福澤　正洋（大阪大学小児成育外科）

［New�insights�in�the�management�of�intestinal�failure�and�transplantation］
Olivier�GOULET.�MD,�PhD　�Professor of Necker- Enfants Malades Hospital 

University of Paris V – René Descartes

総　　会　14：00～14：20

一般演題4　［小腸機能不全Ⅱ、移植適応］　14：20～15：05 座長：仁尾　正記（東北大学小児外科）

1 22年間の在宅静脈栄養から離脱困難な短腸症候群の1例
橋詰　直樹　新潟市民病院 小児外科

2 当科における超短腸症候群管理と最重症例に関する考察
林田　　真　九州大学大学院医学研究院 小児外科

3 当院における小児小腸機能不全症例と移植適応
井原　欣幸　大阪大学大学院小児成育外科

4 壊死性腸炎術後に続発した胆汁うっ滞性肝硬変の乳児に対し生体肝移植を施行した1例
村橋　　賢　自治医科大学 移植外科

5 北米における小腸移植前後の栄養管理の動向 ― ASPEN2011からの報告
田附　裕子　自治医科大学 とちぎ子ども医療センター小児外科

シンポジウム　［臨床小腸移植の現状と課題］　15：15～16：45 

 座長：田口　智章（九州大学小児外科）、古川　博之（旭川医科大学消化器外科・一般外科）

1 小児腸管不全症例の脳死小腸移植後一年間の管理
李　　光鐘　熊本大学小児外科・移植外科

2 九州大学における脳死小腸移植第一例目の経過について
松浦　俊治　九州大学大学院医学研究院 小児外科

3 ヒルシュスプルング病類縁疾患におけるグラフト腸管と自己遠位側結腸との吻合に関する考察
下島　直樹　慶應義塾大学小児外科

4 小腸グラフト潰瘍に対する抗 TNF-α製剤（adalimumab）の使用経験
山木　聡史　東北大学大学院 小児外科

5 生体小腸移植における CFSEラベリング法を応用したリンパ球混合試験（CFSE-MLR）に
よる免疫監視

渕本　康史　慶應義塾大学 外科

6 小腸移植後9年目に慢性下痢と体重減少を認め免疫抑制剤の減量で改善した1例
上野　豪久　大阪大学大学院 小児成育外科

7 小腸移植後中長期フォローアップ症例2例の報告
小川　絵里　京都大学医学部附属病院 小児外科

研究奨励賞授賞式　16：45～16：55



特別講演

��New�insights�in�the�management�of���
intestinal�failure�and�transplantation

Olivier�GOULET.�MD,�PhD
Professor of Necker- Enfants Malades Hospital  

University of Paris V – René Descartes

司会：福澤　正洋（大阪大学小児成育外科）

共催：アステラス製薬株式会社
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特別講演

New�insights�in�the�management�of�intestinal�
failure�and�transplantation

Olivier�Goulet�MD,�PhD
Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Reference Center for Rare Digestive Diseases and  Intestinal Rehabilitation Center
Hôpital Necker - Enfants Malades, University of Paris Descartes

"Intestinal failure" (IF) can be defined as the critical reduction of functional gut mass below the 
minimal amount necessary for adequate digestion and absorption to satisfy body nutrient and fluid 
requirements for maintenance in adults or growth in children (1). It requires parenteral nutrition 
(PN). The leading cause of  IF is short bowel syndrome (SBS) (2, 3). For patients with protracted IF, 
home-PN is considered as the primary treatment, and it is performed successfully for many years 
in several experienced centers. (4). Irreversible, life-long IF as well as PN limited by severe complica-
tions raises the question of alternative treatment choices, such as intestinal transplantation (ITx) 
that has became a therapeutic option for patients with IIF rendering them dependent to life-long 
PN (5, 6). The American Society of Transplantation considers patients with a high risk of death or 
with high morbidity related to the underlying IF as candidates for ITx (7). A cross sectional survey 
based on the Medicaid and Medicare, and of the American Society of Transplantation criteria, was 
performed in Europe,  to evaluate the number of Home PN patients for IF which might be candi-
dates for ITx (8). The results showed that about 16% of adults and 35% of children on Home PN for 
protracted IF were considered to have irreversible IF and thus potential candidates for ITx. 

Home parenteral Nutrition (HPN) Paris-Necker cohort
We reviewed a cohort including 188 children (108 boys) 2 - 204 months old (mean 46 ± 60 
months) at inclusion in the HPN programme from 01/01/2001. HPN prevalence was of 64,2 ± 
5,1 children per year with an annual incidence of 20,0 ± 9,3 new children. Underlying conditions 
causing IF included : short bowel syndrome (SBS; n=105 ; 53%), chronic intestinal pseudoobstruc-
tion syndrome (CIPOS ; n=34; 17%), congenital enteropathy (CE; n=17; 9%), inflammatory bowel 
disease (IBD; n=11; 5%), immune deficiency (ID; n=12; 6%), others ( n=21; 10%). PN was delivered 
2 to 7 days per week over 10 to 18 hours per day. 
The mean annual incidence of CRS during the five years cohort follow up was 1,4 ± 0,25 CRS for 
pour 1000 HPN-days (ranges: 1,2 – 1,8). Cause of CRS were : Staph. coagulase negative (62%), staph. 
Aureus (19%), enterobacteria (15%), fungal (2%), other (2%). The mean duration of HPN and the 
outcome depend on the cause of IF. 

Cause	of	IF SBS
N	=	105

CIPOS
N	=	34

CE
N	=	17

IBD
N	=	11

ID
N	=	12

Duration	(months) 35,1 68,3 64,5 22,0 15,6
PN	weaning	% 47 24 12% 100%* 30%
Deaths	% 0 3 0,05% 0 50%
Transplantation	% 6,6 3 11% 0 0
Continuing	HPN	% 47,3 70*** 77# 0%# 20

� *�p�<�0.001�;�+�p<�0.01�;�#�p<0.05
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This cohort of HPN pediatric patients shows a great stability in the following parameters: patients turn 
over, number and causes of readmission, and CRS incidence. The changes in the bacteriological profile 
of CRS require further investigations for determining the related factors. Outcome of IF depends on the 
underlying diseases with immune deficiency having the worst prognosis. ITx remains limited due to a 
large number of SBS who are weaned from PN and a well tolerated HPN for most patients. 

Patients referred for intestinal transplantation (ITx) 
A series of 118 consecutive patients (72 boys) with a median age of 15 months (2 months - 12 
years) , referred to our institution, us for ITx, was assessed.. .Etiology of IF was SBS [n=47], CE 
[n=35], total intestinal aganglionosis (TIA) [n=18], and CIPOS [n=17]. Most patients (89.8%) were 
totally PN dependent, with 48 children (40.7%) on home-PN prior to admission. Nutritional status 
was poor with a median body weight at -1.5 z-score (ranges: -5 to +2,5) and median length at -2,0 
z-score (ranges: -5.5 to +2.3). The mean number of CVC per patient and per year was 3.4 (range 1 
-11) and the number of CVC related sepsis per patient and per year was 3.3 (range 0 -12). Fifty-
five patients (46.6%) had thrombosis of ≥ 2 main venous axis. At admission 34.7% of patients had 
elevated bilirubin (≥ 50 mmol/l), and 19.5% had platelets < 100 000/ml, and 12.7% had both. Liver 
biopsy performed in 77 children was normal (n=4), or showed F1 or F2 fibrosis (n= 27), bridging 
fibrosis F3 (n=20), or cirrhosis (n=26). Based on their clinical course were defined retrospectively 
4 groups: Gr 1 (n=10): patients with reversible intestinal failure finally weaned from PN (5-years 
survival: 100%).; Gr 2 (n=12): patients unsuitable for ITx because of  end stage liver disease, severe 
malnutrition and neurological disorders (5-years survival: 16.6%)., Gr 3 (n=66): patients  listed for 
small bowel or liver-small bowel transplantation, 60/66 have been transplanted (5-years survival: 
74.6%). Factors influencing outcome after ITx were pre-Tx bilirubin plasma level (p<.001), platelets 
count (p<.001), thrombosis (p<.04), body weight (p<.004), length (p<.001). Gr 4 (n=30) (25.4%) 
with irreversible IF as potential candidates for isolated ITx with the following parameters improving 
during the 3 years follow up: Body weight (p.0001), length (p<.0001) and bilirubin (p<.0001). 
	 Earlier patient referral for Tx-assessment might help to identify and separate children with irrevers-
ible IF from children with transient IF or uncomplicated long-term PN, allowing to adapt a patient-
based treatment strategy including or not ITx. 

Intestinal transplantation (ITx) 
ITx is on the verge of becoming accepted as an alternative to home parenteral nutrition (HPN), even 
before life threatening complications have occurred.  
The Registry shows that the number of individuals transplanted each year continues to rise and is 
now at a rate > 200 per year. As we reported earlier, the Registry has now confirmed the better re-
sults when liver Tx is combined with ITx as well as the benefits of combined colon Tx . ITx outcome 
is influenced by patients related factors (9) but it may achieve full intestinal autonomy and normal 
growth (10).

The major advancesin the field of ITx  in recent years include: 
  •  Surgical solutions to engrafting larger donor organs into infants whose rapidly progressing 

intestinal failure associated liver disease means that they can’t wait for ideal sized organs – for 
example: reduced liver/bowel grafts, isolated liver grafts, abdominal expanders, staged abdomi-
nal closure.

  •  Improved medical care of patients with IF with the development of Intestinal Rehabilitation 
Centers (IRC) eg speedier response to signs of line infection, modification of PN especially lipid 
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intake when signs of liver dysfunction develop, earlier discharge on HPN, improved liaison and 
follow up with dietetic services to enhance intestinal rehabilitation with and without trans-
plant.  

  •  Immune modulation which in small bowel transplantation takes the form of lymphocyte depele-
tion regimens.  This has progressed from the early use of OKT3 which wiped out the entire lym-
phocyte population to more selective depletion agents which temporily remove specific subsets 
such as the anti CD25 monoclonal antibodies (also known as basiliximab and daclizumab) and 
more recently the use of another monoclonal antibody alemtuzumab (also known as Campath 
and Anti-52 antibody).

 When irreversible IF is diagnosed, patients should be listed for ITx according to the criteria of 
the American Society of Transplantation . It is mandatory to underline the importance of early diag-
nosis of IF, the need for HPN as early as possible allowing to achieve a better quality of life and the 
need of preventing IF associated complications by performing optimal (PN) and/or using trophic 
factors in selected cases. (11-15)

	 Home-PN remains the first option for IF patients, but any patient with IF should be referred to an in-
testinal rehabilitation centre (IRC). Early referral does not mean early transplantation but adaptation 
of IF management according to its cause and stage, including nutritional approach and non-trans-
plant surgery if indicated. Optimal timing for referral of children with IF and improved medical and 
surgical therapies increase the opportunity for intestinal adaptation in short bowel patients without 
the need for any liver and/or intestinal transplant (16-18). Delayed or late referrals to an IRC are unfor-
tunately still very common and contribute to poor outcomes when the opportunity to salvage patients 
has been missed. Continuing epidemiological studies of pediatric IF  is mandatory for supporting the 
development of IRC and optimizing long term management of these children before any indication for 
pre-emptive intestinal transplantation might be accepted. 
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一般演題

一般演題1 ［看　護］
座長：松田貴恵子（熊本大学医学部附属病院看護部）

一般演題2 ［基　礎］
座長：森川　康英（慶應義塾大学小児外科）

一般演題3 ［小腸機能不全Ⅰ］
座長：前田　貢作（自治医科大学小児外科）

一般演題4 ［小腸機能不全Ⅱ、移植適応］
座長：仁尾　正記（東北大学小児外科）
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一般演題1

1
初めての症例である小腸移植術後の看護を通して

○久保田 和加子、木本 香与、村上 美智代、黒田 豊子、松田 貴恵子
熊本大学医学部附属病院 東病棟8階 小児外科・移植外科

　近年、免疫抑制剤療法の進歩によって、小腸移植の治療成績は向上してきている。しか

し他の臓器移植に比べ歴史が浅い医療分野であり、また生体・脳死移植ともに保険適応外

などの理由から、依然国内での手術症例数は少ない。そのため看護の面においても、移植

術後の管理方法はまだ十分に確立されていない状況といえる。

　今回私達は、ヒルシュスプルング病類縁疾患の小児の脳死小腸移植術後管理を行った。

ヒルシュスプルング病類縁疾患のように小腸不全の患者にとって小腸移植は残された唯一

の治療手段であり、希望でもある。しかし移植術後の患者は、長期の栄養不良状態や免疫

抑制剤内服などによって感染のリスクが高く、術後の感染管理や拒絶反応の早期発見は必

須である。今回、術後80日目で軽快退院となった小児の事例を通して、本院での移植術

後の感染管理やストマケアを含めた術後管理について報告する。
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一般演題1

2
小腸移植後に生じた問題点についての振り返り

○南里 泰子1）、中島 優1）、西村 悠香1）、上村 由佳1）、藤田 智佐代1）、�
牧 美江1）、松浦 俊治2）、林田 真2）、佐伯 勇2）、柳 佑典2）、田口 智章2）

1）九州大学病院 小児医療センター看護師
2）九州大学大学院 小児外科学分野

【症例】	6歳時に発症したヒルシュスプルング病類縁疾患29歳男性。全消化管に渡り運動・

吸収不全があり、胃瘻／腸瘻造設・閉鎖や中心静脈栄養を行い、入退院を繰り返していた。

平成22年小腸移植適応となり、同年、脳死小腸移植施行。移植後の拒絶反応もなく経過

は良好で、現在は免疫抑制剤の調節、リハビリテーション、中心静脈カテーテルによる補

液、腸瘻からの経腸栄養管理、ストーマ排液のドレナージ管理を行っている。家族は県外

在住であるが、母は病院近くの娘宅に住みほぼ毎日面会に来ている。

【目的】	今回当院1例目の脳死小腸移植が実施され、看護スタッフにとって初めての経験

となった。本症例は移植前には予想できなかった多くの問題を抱えた。今回は現時点で起

こっている以下の3つの問題点について振り返りを行い、今後の移植看護に生かしていく。

【問題点】	

①栄養摂取消費バランス異常：必要量以下

　	移植前には食に対する意欲・関心が強くあり、食欲もあったが通過障害のため食後嘔

吐をしている状態であった。移植後身体的な問題はなく飲水は行えているが、味覚の

変化や術前からの嘔吐習慣で食欲が減退しており食事摂取量が増加できない。

②アドヒアランス不良

　 内服後すぐに嘔吐してしまうため免疫抑制剤の血中濃度が安定しない。また移植前か

ら感染があるため汚染物の処理を確実に行わなといけないが、何度説明を行っても理

解が得られずベッドや床に排泄液が付着していたり、保清や口腔ケアを促しても行わ

ず、感染予防行動ができない。内服や清潔に対する意識が低い。

③移植後イメージの相違による受容困難

　 移植前は前向きな発言も多く聞かれていたが、実際はドレーン留置、定期的な採血や

内視鏡検査、免疫抑制剤の副作用でムーンフェイスや皮疹の出現、外出制限、入院の

長期化など移植後の自己イメージとの相違があり鬱状態となっている。
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一般演題1

3
小腸移植における術前オリエンテーションの�
有効性についての検討

○利部 なつみ1）、岡崎 博子1）、竹森 加菜子1）、佐々木 知子1）、和田 基2）、
仁尾 正記2）

1）東北大学病院 東5階病棟 小児外科
2）東北大学大学院 医学系研究科 小児外科学分野

　小腸移植看護の先行研究において、患者の不安としてストーマによるボディイメージの

変化に関すること、移植に対する周囲の理解不足に関すること、進学や就職に関すること

が挙げられており、他職種との連携や看護介入の必要性があるとされている。

　本研究では改正臓器移植法施行後、当院にて小腸移植が行われた小児1例、成人1例を

対象とし、不安点を考慮したパンフレットを作成し、小児例は移植直前、成人例は移植1

年前の適応検査入院時に術前オリエンテーションを施行した。ストーマについては皮膚排

泄ケア認定看護師（以下 WOC）と連携しながら早期介入を行った。移植後、パンフレッ

トと術前オリエンテーションの評価のため患者と家族へアンケート調査を施行した。

　アンケート結果より、拒絶反応や痛み、免疫抑制剤やステロイドの副作用についてもっ

と詳しくパンフレットに載せてほしかったとの要望があり、術前にパンフレットに基づい

て説明していたが、看護師が期待していた患者の理解と、患者自身がイメージした理解に

は差があることが分かった。ストーマについてはパンフレットを用いた説明と、WOC と

の介入により拒否反応や不安は見られず、術前オリエンテーションが有効であったと思わ

れる。

　研究結果を踏まえ、パンフレットの内容をより充実させるとともに、術後の症状変化時

に患者と家族、看護師と共にパンフレットの再度読み合わせを行うことで、治療の状況や

体調の変化を理解することが出来、理解を深められると考えられる。今回の経験を踏まえ、

よりよい小腸移植看護を行っていきたい。
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一般演題2

1
短腸症候群ラットモデルにおけるSerial�transverse�
enteroplasty�procedure（STEP）の腸管機能に対する�
有用性に関する検討

○中目 和彦1）、加治 建1）、下野 隆一1）、向井 基1）、武藤 充1）、山田 和歌1）、
松藤 凡1）、David�L�Sigalet2）

1）鹿児島大学病院 小児外科 
2） Department of Surgery and Gastrointestinal Research Group,  

Faculty of Medicine, University of Calgary

【目的】	短腸症候群に対する腸管延長手術として Serial transverse enteroplasty proce-

dure（STEP）が報告され、臨床的にも既に用いられている。しかしながら、STEP の腸

管機能に関する報告は少ない。今回、短腸症候群ラットモデルを用いた STEP の腸管機

能に対する有用性について報告する。

【方法】	70%遠位側小腸切除短腸症候群ラットモデルを作成し、2週間後にコントロール

群、STEP 群の2群に分けた。STEP 群の手術は、GIA ステープラーの変わりに、

LIGACLIP（エチコン社製）を腸管壁の長軸方向に対して45度の位置に2本かけて、その

中央に横切開を行った。同様の手技を口側反対側腸管壁に交互に6回行い、ジグザグチャ

ンネルを作成し、オリジナル STEP と同様の手技とした。コントロール群は単純開腹の

後に閉腹した。2回目手術から14日目より腸管通過時間、栄養吸収試験、食後 glucagon 

like peptide－2（GLP－2）濃度を測定した。術後21日目に犠死せしめ小腸を採集し、組織

学的検討、GLP－2レセプターを測定した。

【成績】 体重増加率、腸管長、小腸絨毛高、食後 GLP－2濃度、GLP－2レセプターは

STEP 群でコントロール群より有意に増加していた。栄養吸収は、炭水化物、脂肪、蛋白

質全てにおいて、STEP 群がコントロール群より高い傾向は認めたが、有意差はなかった。

腸管通過時間も両群間に有意差を認めなかった。

【結論】	短腸症候群に対する STEP 手技は、腸管長及び粘膜の絨毛高の延長に伴い、粘膜

表面積を増加させた。また、今回の実験では STEP 施行後に GLP－2分泌が増加していた

点からも、腸管適応に有用な手技であると考えられた。



第23回日本小腸移植研究会　37

一般演題2

2
小腸虚血再灌流障害に対する新戦略：�
間葉系幹細胞の血管内投与

○笠原 尚哉1）、寺谷 工1）、藤本 康弘1）、岩崎 純治1,�2）、金澤 寛之1,�2）、�
根岸 幸司1）、上本 伸二2）、小林 英司1）

1）自治医科大学先端医療技術開発センター（先端治療開発部門）
2）京都大学外科（肝胆膵・移植外科）

【目的】 我々は、体性幹細胞の一つである間葉系幹細胞（MSCs）の移植分野での臨床応用

を目指し、これまでに脂肪由来 MSCs の効果につき肝臓、腎臓、心臓、膵ラ氏島で研究

を進めてきている。最近、炎症性腸疾患における MSCs 局所注入の効果に関する報告が

あったが、小腸移植のようにグラフト小腸全域に MSCs の効果を引き出すためには、血

管内投与が考えられる。今回、小腸移植の簡易モデルとしてカテーテルによる虚血再還流

モデルを作成し、MSCs 血管内投与の効果とその安全性向上のための戦略を報告する。

【方法】 実験に先立ち、Luciferase トランスジェニックラット（Lew background）の脂肪

から MSCs を樹立し、分化誘導および細胞表面抗原にて MSCs であることを確認した。

小腸移植の簡易モデルとして、雄 Lew ラット（200－250g）を正中切開にて開腹し、空腸

起始部および回腸終末部にて辺縁血管を結紮した後、SMA 根部を露出し、マイクロ用血

管クリップにて60分阻血を行った。再灌流後、実験群では、大腿動脈からマイクロカテー

テルを SMA 起始部に誘導し、MSCs を3x10（6）個注入し、閉腹した。MSCs は粘着性

が高いところから我々が開発した懸濁液に浮遊させ注入した。MSCs 非投与のコントロー

ル群と共に、3時間後に再開腹し、小腸粘膜肉眼所見（macroscopic grading 0－3, Petrat 

2010に準じる）、組織所見および遺伝子発現プロファイルにて評価した。

【結果】 実験群において、MSCs 注入に伴う、肺梗塞を思わせるような全身状態、呼吸状

態の変化は認めなかった。また、小腸に梗塞巣も認めず移植した MSCs は IVIS（in vivo 

imaging system）により、小腸にとどまっていることが確認された。小腸粘膜肉眼所見で

は、MSCs 投与群にて、虚血性変化の改善が認められた（0.9 vs 0.3, 各 n=3）。

【結語】	小腸虚血再灌流障害モデルにおいて、MSCs 動脈内投与の効果が示唆された。

我々が開発した懸濁液システムにて、MSCs を安全に血管内投与することが可能となった。

今後、臨床応用を目標に経静脈的投与の効果、大動物での評価への進めていく予定である。
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一般演題2

3
カルシニューリン阻害剤及びケモカイン阻害剤�
TAK－779のラット小腸移植における効果の検討

○高間 勇一、宮川 周士、山本 亜紀、井原 欣幸、上野 豪久、福澤 正洋
大阪大学大学院医学研究科小児成育外科

【目的】	ケモカインレセプター CCR5及び CXCR3の阻害剤である TAK-779は、移植片

拒絶抑制効果が示されている。ラット小腸移植モデルを用い、FK506と TAK-779との

小腸移植片拒絶抑制効果の検討を行った。

【方法】	ラット異所性小腸移植を施行した。FK506は1.0㎎/㎏/ 日×5日間、TAK-779は

10㎎/㎏/ 日×10日間で投与した。Allogeneic 群、TAK-779群、FK506群、syngeneic 群

に分け、グラフト生存期間、FACS 及び real-time RT-PCR によりリンパ球の CCR5, 

CXCR3発現、リンパ球混合試験（MLR）の変化、ELISA により INF- γ産生能の変化を検

討した。

【結果】	グラフト生存期間は、Allogeneic 群：7.0±0.3日、FK506群：12±1.0日、TAK-

779群：9.8±0.5日であった。Day6での FACS 解 析において TAK-779群の CD4+, 

CD8+T 細胞数がグラフトパイエル板、脾臓、腸間膜リンパ節で有意に減少した。T 細胞

における CCR5発現または CXCR3発現は、Allogeneic 群に比し TAK-779群で有意に抑

制されたが、FK506群と Allogeneic 群とでは変化を認めなかった。MLR および INF- γ

産生能は Allogeneic 群と TAK-779群に比し FK506群で有意に抑制を認めた。

【結語】	TAK-779は CCR5及び CXCR3を抑制する効果を示した。一方、FK506は

allogeneic に対して CCR5及び CXCR3の発現に変化を与えなかった。細胞増殖能および

IFN- γ産生能に関しては、TAK-779は影響を及ぼさなかった。
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一般演題2

4
小腸移植領域における蛍光内視鏡の応用

○阪本 靖介1）、笠原 群生1）、中澤 温子2）、絵野沢 伸3）、千葉 敏雄3）

1）国立成育医療研究センター 移植外科 
2）同 病理診断科、3）同 臨床研究センター

　小腸移植において虚血再灌流障害および拒絶反応の診断は内視鏡検査および病理組織学

検査にてなされる。しかし、従来の内視鏡検査は小腸グラフトの表面のみの観察にとどま

る。また、病理組織学検査は侵襲を伴う上に全体を俯瞰することができない。

　我々は indocyanine green（ICG）をプローブとして用いる蛍光内視鏡が、組織の深部血

流もとらえること1）に着目し、小腸移植における様々な病態における小腸壁の血流状態の変

化をとらえることが早期診断および病態解明につながりうると考え、以下の実験を行った。

【動物実験】	ブタ小腸虚血再灌流障害モデルを作成し、再灌流2時間後に ICG 蛍光内視鏡

（新興光器社製）にて小腸グラフトを観察するとともに、グラフト粘膜生検にて病理組織学

検査（Parks 分類）を行った。小腸虚血再灌流障害モデル：家畜ブタ（2ヶ月齢、体重15㎏）

を用い、全身麻酔下にて腹部切開、回腸末端より約10㎝口側から約200㎝長の回腸に

SMA 根部を60分および90分間遮断し虚血再灌流障害を誘発した。Control 群は sham 

operation とした。

【結果】	現在まで Control 群（n=2）、60分虚血モデル（n=2）、90分虚血モデル（n=2）を

作成した。すべての群において蛍光内視鏡を用い、小腸壁の血流状態を鮮明に描出しえた。

再灌流後2時間の病理組織学的検索では60分虚血モデルにおいてはGrade 1（Gruenhagen

腔の軽度の開大）を認めるのみであったが、90分虚血モデルにおいては Grade 4（被覆上

皮の完全な剥脱）の障害を作成しえた。ICG 蛍光内視鏡検査では60分虚血モデル・90分虚

血モデルともに、Control 群と比較して早期より血管描出が不鮮明となり、ICG の血管外

漏出が示唆された。

【まとめ】	小腸虚血再灌流障害モデルにおいて病理組織学的検査と比較し、ICG 蛍光内視

鏡検査の所見は鋭敏であると考えられた。今後、拒絶反応、特に慢性拒絶反応の早期診断

の可能性について検討する。

1） Harada K, Miwa M, Fukuyo T, Watanabe S, Enosawa S, Chiba T. ICG fluorescence 
endoscope for visualization of the placental vascular network. Minimally Invasive 
Therapy 18；1–5,2009
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日本小腸移植研究会 歴代当番世話人

第1回 順天堂大学小児外科 宮野　　武 教授

第2回 千葉大学第二外科 磯野　可一 教授

第3回 東京大学第二外科 出月　康夫 教授

第4回 神戸大学第二外科 中村　和夫 教授

第5回 明海大学歯学部外科 野澤　真澄 教授

第6回 大阪医科大学一般・消化器外科 岡島　邦雄 教授

第7回 京都府立医科大学第二外科 岡　　隆宏 教授

第8回 大阪大学小児外科 岡田　　正 教授

第9回 東京大学医科学研究所臓器移植科 内田　久則 教授

第10回 九州大学小児外科 水田　祥代 教授

第11回 京都大学移植免疫医学講座 田中　紘一 教授

第12回 神戸大学第二外科 岡田　昌義 教授

第13回 東北大学小児外科 大井　龍司 教授

第14回 千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 落合　武徳 教授

第15回 京都府立医科大学小児疾患研究施設外科 岩井　直躬 教授

第16回 聖マリアンナ医科大学一般外科 窪田　　倭 教授

第17回 自治医科大学臓器置換研究部 小林　英司 教授

第18回 奈良県立医科大学消化器総合外科 中島　祥介 教授

第19回 北海道大学大学院医学研究科置換外科・再生医学講座 古川　博之 教授

第20回 大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科 福澤　正洋 教授

第21回 宮城県立こども病院 林　　　富 院長

第22回 慶応義塾大学小児外科 森川　康英 教授

第23回 熊本大学小児外科・移植外科 猪股裕紀洋 教授
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協賛施設・企業等一覧

【特別講演共催】

アステラス製薬株式会社

【教育講演共催】

株式会社ベネシス

【ランチョンセミナー共催】

熊本県

熊本大学医学部附属病院

【協　　賛】

旭化成ファーマ株式会社

味の素製薬株式会社

エーザイ株式会社

大塚製薬株式会社

株式会社�大塚製薬工場

一般財団法人�化学及血清療法研究所

科研製薬株式会社

塩野義製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

中外製薬株式会社

株式会社�ツムラ

テルモ株式会社

ネスレ日本株式会社�ネスレニュートリションカンパニー

ノバルティスファーマ株式会社

ファイザー株式会社

【書籍展示】

株式会社九州神陵文庫
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