
日本臨床腎移植学会の歴史
腎移植臨床検討会から日本臨床腎移植学会へ

第1回 1969年（S.44)1月17日 京都医師会館 稲生綱政　 （東大）

①腎移植の適応ならびにドナーの選択 担当：四方統男

②死亡症例の検討 参加者数：約45名

③腎移植患者の術後管理 主題演題：10題

第2回 1969年（S.44)7月17日 虎ノ門共済会館 稲生綱政 （東大）

①抗リンパ球抗体 主題演題：12題

②拒否反応と感染症

③屍体腎移植をめぐる問題

④晩期の拒否反応並びに合併症

⑤症例検討

第3回 1970年（S.45)1月31日 大阪（日本生命中之島ビル） 園田孝夫 （阪大）

①本邦腎移植Registry報告 1969年10月31日現在その他の図表もあり

②組織適合性検査 主題演題：8題

③腎提供者の予後

④移植の諸問題

⑤症例検討並びに最近の死亡症例の検討

第4回 1971年（S.46)1月16日 東京エーザイ本社 岩崎洋治 （千葉大）

①臓器保存と屍体腎移植 主題演題：8題

②腎移植前後の検査

③腎移植の現況、ならびに組織作りのための問題点

第5回 1972年（S.47)1月29日 大阪（日本生命中之島ビル） 園田孝夫 （阪大）

①同系腎移植 主題演題：15題

②合併症

③拒絶反応と検査法

④症例

⑤白血球抗原

第6回 1973年（S.48)1月27日 東大医科研講堂 稲生綱政 （東大）

①ステロイド投与法 主題演題：25題

②症例の検討

③本邦における腎移植の現況

第7回 1974年（S.49)1月19日 千葉県自治会館ホール 岩崎洋治 （千葉大）

主題演題：32題

第8回 1975年（S.50)1月20日 東京エーザイ（株） 太田和夫 （女子医　人工腎臓センター）

①Pour riskにおける腎移植の再検討 主題演題：43題

②腎移植における長期管理の問題点

③移植腎摘出の時期と再移植について

④症例検討

第9回 1976年（S.51)1月31日 京都府立文化芸術会館 中根　佳宏 （京都府立2外）

①術後早期の管理 参加者：150名

②腎移植後の肝障害について 主題演題：33題

③症例検討
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第10回 1977年(S.52)1月27日～28日 作並温泉観光ホテル 堤　栄昭 （東北大）

主題：シンポ　「死体腎移植」 参加者：150名

　〃：移植腎組織に関する検討 主題演題：16題

特別講演：古山隆（東北大第2外科） 一般演題：23題

　　　　　－ヒト糸球体腎炎と比較して－

第11回 1978年(S.53)1月27日～28日 日本ライン川畔　名鉄犬山 髙木　弘 （愛知癌センター第３外）

腎移植後手術を要した合併症の検討 主題演題：49題

第12回 1979年(S.54)1月27日 東京商工会議所 阿曽　弘一 （北里外）

抗原感作と腎臓移植 主題演題：49題

死体腎移植

第13題 1980年(S.56)2月2日～3日 宮島観光会館 江崎治夫 （広大第2外）

新しい免疫抑制剤 主題演題：26題

5年以上長期生着例の検討 一般演題：35題

一般 

第14回 1981年(S.56)1月16日～17日 小牧温泉第２ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ(三沢) 山本　実 （弘大第1外）

移植腎拒絶例の検討 主題演題：60題

免疫抑制療法の副作用

腎移植と輸血

症例検討

第15回 1982年(S.57)1月29日～30日 宝塚ホテル 雨宮　浩 （国立循環器病センター）

移植適応に苦労した症例 主題演題：58題

術後感染症　 一般演題：9題

保存腎の移植症例　

術後肝障害症例　

再移植

一般　

ワークショップ 合計76題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16回 1983年(S.58)1月28日～29日 大仁ホテル（伊豆） 中村　宏 （防衛　泌）

教育講演：腎移植における最近の抗菌薬の使用法 主題演題：60題

　　　　　東海大　泌　大越正秋 一般演題：23題

招待講演：current status of kigney transplantation 　Lee

特別講演：角膜及び腎移植法制　　桑原安治

一般　

第17回 1984年(S.59)3月9日～10日 金沢国際ホテル 津川　龍三 （金沢医大泌）

特別講演：肝炎の最近の知見　　金沢医科大消化器内科　高田昭 主題演題：42題

一般　 一般演題：36題

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：11題

第18回 1985年(S.60)1月24日～25日 秋保温泉「佐勘」（仙台） 田口　喜雄 （東北第２外）

Ⅰ.症例検討　1　 主題演題：45題

Ⅱ.移植患者の看護 一般演題：50題

Ⅲ.死体腎移植成績向上のための努力

Ⅳ.症例検討　2　 

Ⅴ.小児腎移植　  
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第19回 1986年(S.61)1月17日～18日 倉敷「石山花壇」 折田　薫三 （岡大第Ⅰ外）

Ⅰ.症例検討 主題演題：58題

Ⅱ.看護 一般演題：51題

Ⅲ.poor risk再移植

Ⅳ.死体腎移植

Ⅴ.肝障害合併症、社会復帰、妊娠、出産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第20回 1987年(S.62)1月30日～31日 熱海「金城館」 東間　紘 （女子医　泌）

Ⅰ.症例検討　1　シクロスポリン使用例の検討　 参加者：700名以上

Ⅱ.腎移植の看護 主題演題：47題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般演題：87題

第21回 1988年(S.63)1月28日～29日 唐津シーサイドホテル 許斐康煕 （九大第１外）

副　藤見　 （福岡日赤腎センター）

特別講演：Donor specifio～　ワシントン大学外科　C B Anderson 主題演題：64題

Ⅰ.CYA長期使用の問題点　　 一般演題：91題

Ⅱ.ＤＳＴと全感作　　　　

Ⅲ.腎移植患者の看護　　　

Ⅳ.興味ある症例、合併症ほか

第22回 1989年(H.1)2月17日～18日 伊香保　ホテル　「天坊」 小崎　正巳 （東京医大八王子）

Ⅰ.シクロスポリンを中心とした多剤併用療法の検討　 主題演題：70題

Ⅱ.死体腎提供者を増やすための工夫と対策　 一般演題：109題

Ⅲ.腎移植患者の看護と退院後の生活指導　

Ⅳ.興味ある症例、合併症ほか苦労した症例　

第23回 1990年(H.2)1月26日～27日 大津プリンスホテル 岡　隆宏 （京都府立第2外）

Ⅰ.ドナーの問題点　 主題演題：148題

Ⅱ.ＡＢＯ型不適合　 一般演題：46題

一般　

シンポ（有）

第24回 1991年(H.3)1月25～26日 いわき　ホテルハワイアンズ 深尾　立 （筑波　外）

一般　 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：２題

看護 一般演題：154題

※ 検討会より研究会に名称変更

第25回 1992年(H.4)1月23日～25日 大阪「南海ｻｳｽﾀﾜｰﾎﾃﾙ大阪」 栗田　孝 （阪大）

主題：腎移植適応の拡大 一般演題：125題

特別講演：Transplantation of others organs 

　　　　　together with the kidney　　　Roy Y Calne

シンポ：FK506　

第26回 1993年(H.5)2月28日～30日 東京浦安　シェラトンホテル 大坪　修 （虎の門腎センター）

ワーク:10年間移植腎生着ＤＳＴ症例における免疫応答能（66） ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：65題

一般演題：168題

第27回 1994年(H.6)1月27日～29日 長崎　「ハウステンボス」 斉藤　泰 （長崎大　泌）

特別講演:State of art of organ transplantation in Eurpe 一般演題：172題

　　　　 パーシン

シンポ：移植体制の新しい展開
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第28回 1995年(H.7)1月26日～28日 箱根　ホテル小涌園 佐藤　威 （東海大移植Ⅰ）

シンポ：わが国における腎移植患者のQOL 平賀　聖悟

移植腎病理組織検討会：8題

一般演題：150題

第29回 1996年(H.8)2月1日～3日 定山渓ビューホテル 小柳　知彦 （北大　泌）

関　利盛

招請講演：Hyparfilration Nephropothy Implecations for Renal transplantation

 　　　　 クリーブランドNovick 一般演題：183題

教育講演：HLA系の機能と腎移植　

特別講演：腎移植に伴う精神医学的問題

第30回 1997年(H.9)1月23日～25日 幕張メッセ国際会議場 横山　健郎 （国立佐倉）

特別講演:ここが地球の真中です（永六輔） 一般演題：218題

教育講演:腎移植における看護の役割

第31回 1998年(H.10)1月22日～24日 新横浜プリンスホテル 遠藤　忠雄 （北里　泌）

教育講演　サイトメガロウィルス感染症 (4) 主題演題：35題

一般演題：163題

第32回 1999年(H.11)3月3日～5日 越後湯沢　NASPAニューオータニ 髙橋　公太 （新潟大泌）

一般演題：198題

第33回 2000年(H.12)2月3日～5日 名古屋国際会議場 打田　和治 （名古屋第二日赤腎センター外科）

一般演題：198題

第34回 2001年(H.13)1月23日～25日 熱海後楽園ホテル 落合　武徳 （千葉大第2外）

シンポ：肝炎ウィルス陽性ドナーからの生体腎移植　（6） 一般演題：117題

第35回 2002年(H.14)2月5日～7日 湯本　「富士屋ホテル」 長谷川　昭 （東邦大　腎）

レシピエントに著しい全身動脈硬化を認めた高齢者夫婦間生体腎移植など

一般演題：210題

※ 日本臨床腎移植学会に名称変更(2002年2月6日付）

第36回 2003年(H.15)1月29日～31日 下呂　「水明館」 大島　伸一 （名大　泌）

生体腎移植ドナーの腹腔鏡下腎摘出術を支える腎血管形成術など 参加者：550名

一般演題：225題

第37回 2004年(H.16)1月28日～30日 ホテル松島「大観荘」 里見　進 （東北大　外）

腹腔鏡下ドナー腎摘出後腎静脈再建に難治した1例など 一般演題：236題

第38回 2005年(H.17)1月26日～28日 大津　「びわ湖グランドホテル」 秋山　隆弘 （近大　泌）

鏡視下ドナー腎摘の安全性の検討など 参加者：800名

一般演題：210題

第39回 2006年(H.18)1月25日～27日 鬼怒川ホテルニュー岡部 村井　勝 （慶應　泌）

一般演題：202題

第40回 2007年(H.19)2月28日～3月2日 ホテル百万石 吉村　了勇 （京都府立大）

一般演題：254題
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第41回 2008年(H.20)1月23日～25日 遠鉄ホテルエンパイア・ホテル九重（浜松） 星長　清隆 （藤田保健衛生大）

参加者：1100名以上

移植病理組織検討会：5題

一般演題：242題

第42回 2009年(H.21)1月28日～30日 ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ﾄｰｷｮｰﾍﾞｲﾎﾃﾙ 相川　厚 （東邦大　腎）

参加者：1043名

移植腎病理ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ：2題

一般演題：264題

第43回 2010年(H.22)1月28日～30日 三翠園・高知県立県民文化ホール 堀見　忠司 （高知医療センター）

移植腎病理ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ：3題

一般演題：322題

第44回 2011年(H.23)1月26日～28日 宝塚ホテル（兵庫） 市川　靖二 （兵庫県立）

腎移植病理カンファレンス：4題

一般演題：335題

第45回 2012年(H.24)2月1日～3日 軽井沢プリンスホテルホテル 服部　元史 （東京女子医大）

参加者：1231名

腎移植病理カンファレンス：2題

一般演題：375題

第46回 2013年(H.25)1月30日～2月1日 東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート 剣持　敬 （藤田保健衛生大　臓）

参加者：1578名

移植腎病理教育セミナー：2題

一般演題：376題

第47回 2014年(H.26)3月12日～14日 ホテル日航奈良・なら100年会館 吉田　克法 （奈良県立医大　泌）

東大寺総合文化センター 移植腎病理教育セミナー：2題

一般演題：395題

第48回 2015年(H.27)2月4日～6日 ウェスティン名古屋キャッスル 両角　國男 （名古屋第二赤十字）

参加者：1328名

移植腎病理教育セミナー：3題

一般演題：396題

第49回 2016年(H.28)3月23日～25日 米子コンベンションセンター 杉谷　篤 （米子医療センター）

Big SHiP、米子文化ホール 参加者：1200名

移植腎病理教育セミナー：3題

一般演題：448題

第50回 2017年(H.29)2月15日～17日 神戸コンベンションセンター 高原　史郎 （大阪大学）

神戸国際会議場 参加者：1313名

一般演題：484題


