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和多田晋, 小野滋司, 関本康人, 下河原達也, 林啓太, 尾原秀明, 北川雄光. 外科的血行
再建を施行した膝窩動脈瘤に対する臨床的検討. 第 49 回日本血管外科学会学術総会 
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24. 松原健太郎, 尾原秀明, 北英典, 山口諒, 鳥崎友紀子, 細川恭佑, 菊池直哉, 神谷悠紀, 
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26. 神谷悠紀, 松原健太郎, 北英典, 山口涼, 鳥崎友紀子, 菊池直哉, 細川恭佑, 尾原秀明, 
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催, 2021.05 
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35. 小島英哲, 長谷川康, 尾原秀明, 篠田昌宏, 北郷実, 八木洋, 阿部雄太, 松原健太郎, 阿
部紘大, 北川雄光. 急性肝不全に対する肝移植周術期に発症した侵襲性肺アスペルギ
ルス症についての検討. 第 76 回日本消化器外科学会総会 京都・WEB, 2021.07 

36. 長谷川康, 尾原秀明, 北郷実, 阿部雄太, 八木洋, 松原健太郎, 堀周太郎, 田中真之, 篠
田昌宏, 北川雄光. 体格指数(BMI)が肝移植後短期および長期成績に及ぼす影響. 第 76
回日本消化器外科学会総会 京都・WEB, 2021.07 

37. 尾原秀明. AAA Type 2EL. 第 16 回 Japan Endovascular Symposium WEB 開催, 2021.08 
38. 尾原秀明. 血管外科医のキャリアパス. 心臓血管外科サマースクール 2021 WEB 開催, 
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郷実, 尾原秀明, 北川雄光. 肝右葉グラフトの５本の肝静脈再建を行った生体部分肝移
植の一例. 第 41 回日本静脈学会総会 WEB 開催, 2021.09 

40. 尾原秀明. 術野消毒薬の最新知見. 第 36 回日本環境感染学会総会・学術集会 WEB 開
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41. 竹村裕介, 篠田昌宏, 山田洋平, 長谷川康, 笠原群生, 阪本靖介, 北郷実, 尾原秀明, 板
野理, 黒田達夫, 梅下浩司, 江口晋, 大段秀樹, 江川裕人, 北川雄光. 我が国の小児脳死
肝移植の成績～20 年間のナショナルデータ解析～. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 
2021.09 

42. 田中真之, 長谷川康, 尾原秀明, 篠田昌宏, 北郷実, 八木洋, 阿部雄太, 松原健太郎, 山
田洋平, 堀周太郎, 中野容, 黒田達夫, 北川雄光. 脳死肝移植ドナー受諾基準の拡大. 
第 57 回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

43. 阿部紘大, 長谷川康, 篠田昌宏, 宇野俊介, 尾原秀明, 北郷実, 阿部雄太, 八木洋, 松原
健太郎, 山田洋平, 北川雄光. 急性肝不全治療における侵襲性肺アスペルギルス症発症
リスクの検討. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

44. 大杉頌子, 長谷川康, 尾原秀明, 北郷実, 阿部雄太, 八木洋, 山田洋平, 堀周太郎, 田中
真之, 中野容, 高岡千恵, 伊澤由香, 篠田昌宏, 黒田達夫, 北川雄光. 肝移植術後 de 
novo 悪性腫瘍発見を目的としたスクリーニング法の検討. 第 57 回日本移植学会総会 
東京, 2021.09 

45. 小島英哲, 長谷川康, 尾原秀明, 北郷実, 八木洋, 阿部雄太, 堀周太郎, 田中真之, 中野
容, 篠田昌宏, 北川雄光. 肝移植後腎機能低下例におけるエベロリムス使用経験. 第 57
回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

46. 宇田川大輔, 長谷川康, 尾原秀明, 北郷実, 八木洋, 阿部雄太, 松原健太郎, 山田洋平, 
堀周太郎, 田中真之, 中野容, 篠田昌宏, 高岡千恵, 金井隆典, 北川雄光. 胆道閉鎖症に
対する肝移植の検討～成人例と小児例の比較～. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 
2021.09 

47. 金森洋樹, 山田洋平, 長谷川康, 篠田昌宏, 井ノ上逸朗, 尾原秀明, 北川雄光, 黒田達夫. 
肝移植と小腸移植におけるドナー由来 cell free DNA 解析の試みと展望. 第 57 回日本
移植学会総会 東京, 2021.09 

48. 中野容, 長谷川康, 尾原秀明, 北郷実, 髙岡千恵, 阿部雄太, 八木洋, 松原健太郎, 山田
洋平, 堀周太郎, 田中真之, 篠田昌宏, 金井隆典, 黒田達夫, 北川雄光. 当院における生
体肝移植ドナーに対する術中肝生検の成績. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

49. 林航輝, 長谷川康, 八木洋, 尾原秀明, 北郷実, 阿部雄太, 松原健太郎, 堀周太郎, 田中
真之, 中野容, 高岡千恵, 伊澤由香, 篠田昌宏, 北川雄光. 肝細胞癌を有する肝移植患
者における移植前治療の有用性の検討. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

50. 長谷川康, 尾原秀明, 褚柏松, 北郷実, 阿部雄太, 八木洋, 松原健太郎, 山田洋平, 堀周
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51. 篠田昌宏, 長谷川康, 蛭川和也, 尾原秀明, 北郷実, 阿部雄太, 八木洋, 松原健太郎, 堀

周太郎, 山田洋平, 褚柏松, 高岡千恵, 板野理, 黒田達夫, 北川雄光. 急性肝不全に対す
る緊急血液型不適合肝移植の成績と戦略. 第 57 回日本移植学会総会 東京, 2021.09 

52. 松原健太郎, 杉本友紀. 当院フットケア外来と透析クリニックの連携事例の紹介-透析
患者重症虚血肢の 1 例-. 第 4 回透析患者の病診連携を考える会 WEB 開催, 2021.10 
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