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プログラム

Opening remarks 8：50 ～ 9：00 第 1会場
薄井 紀子（東京慈恵会医科大学附属第三病院 輸血部／腫瘍・血液内科）

急性白血病（1） 9：00 ～ 10：00 第 1会場
座長：矢野 真吾（東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科）

 1． 妊娠 14週に発症した急性混合性白血病の 1例
石見 公瑠美（東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科）

 2． 妊娠後期に発症した FLT3／ITD変異陽性急性単球性白血病の 1例
鈴木 泰生（横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科）

 3． 全トランス型レチノイン酸と亜ヒ酸による治療が有効であった維持透析中の 
急性前骨髄球性白血病

重松 嵩朗（東京医科歯科大学医学部 血液内科）
 4． 骨髄中の骨髄異形成症候群細胞と同一のクローンで形成されたと考えられた 

後縦隔骨髄脂肪腫
野口 侑真（武蔵野赤十字病院 血液内科）

 5． 15;17転座を伴う 4 way translocationを有する急性前骨髄球性白血病（APL）
入船 秀俊（虎の門病院分院 血液内科）

 6． 白血化した PDGFRB遺伝子の再構成を伴った骨髄系及びリンパ系腫瘍の 1例
永田 啓人（東京都立駒込病院 血液内科）

急性白血病（2）・CML-BC 10：00 ～ 11：00 第 1会場
座長：土橋 史明（東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科）

 7． Dose modified MEC療法が奏効した，同種移植後心嚢水再発 CBF白血病症例
瓜生 英樹（川口市立医療センター 血液内科）

 8． 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の治療中に AMLへの移行を認めた 1例
金谷 秀平（群馬大学医学部附属病院 血液内科）

 9． 急性骨髄性白血病（AML-M4）寛解 8年後に末梢性 T細胞リンパ腫と AMLの再発を
同時に認めた 1例

内田 智之（永寿総合病院 血液内科）
10． Low grade B-cell lymphomaを背景とした寒冷凝集素症に合併した急性前骨髄球性

白血病
金子 直也（NHOまつもと医療センター松本病院 血液内科）
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11． 慢性骨髄性白血病に対して，Imatinib投与中止後に急性転化し再発した症例
海老原 理穂（虎の門病院 血液内科）

12． 再発急性リンパ性白血病に対して L-asp投与中に薬剤性 SIADH，白質脳症を 
来たした症例

町田 大二（日立製作所日立総合病院 初期研修医）

造血幹細胞移植 11：00 ～ 12：00 第 1会場
座長：東條 有伸（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

13． 骨髄破壊的単一臍帯血移植後混合キメラで 15年間推移するも無再発生存を 
維持している急性骨髄性白血病

田上 晋（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）
14． 臍帯血移植が有効であった腸管型 Behçet病を伴う複雑核型の骨髄異形成症候群

阿部 真麻（昭和大学病院医学部 内科学講座血液内科学部門）
15． AMLに対する同種移植 12年後にドナー由来マントル細胞リンパ腫を発症した 1例

玉置 雅治（自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科）
16． 多発性骨髄腫の治療中に発症した急性リンパ性白血病に対して臍帯血移植を施行した

1例
池田 昌弘（日本赤十字社医療センター 血液内科）

17． 23価肺炎球菌ワクチン接種後に肺炎球菌性敗血症をきたした移植後濾胞性リンパ腫の
1例

田村 百合（千葉大学医学部附属病院 血液内科）
18． 臍帯血移植後に発症した Exophiala dermatitidis感染症

渡邊 直紀（順天堂大学医学部 内科学血液学講座）

骨髄腫 10：00 ～ 11：00 第 2会場
座長：臼杵 憲祐（NTT 東日本関東病院 血液内科）

19． BD療法中に肝内の髄外腫瘤で再燃した多発性骨髄腫の 1例
鴨田 吉正（NTT東日本関東病院 血液内科）

20． RAS変異陽性 double-refractory myelomaに自家末梢血幹細胞移植が奏効した 1例
神保 光児（東京大学 医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

21． Panobinostat併用療法が著効している多発性骨髄腫
石橋 大輔（済生会横浜市南部病院 血液内科）

22． 治療経過中に原発性硬化性胆管炎（PSC）が疑われる肝障害を発症した多発性骨髄腫
（MM）

住谷 智恵子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 血液内科）
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23． 精巣原発形質細胞種の 1例
マーシャル 祥子（がん研有明病院 血液腫瘍科）

24． FISHにより診断しえたM蛋白を産生しない多発性骨髄腫の 1例
齋藤 啓太（防衛医科大学校 血液内科）

骨髄腫類縁疾患・TAFRO症候群・CAEBV　11：00 ～ 12：00 第 2会場
座長：住 昌彦（長野赤十字病院 血液内科）

25． 前立腺癌治療中に脊椎形質細胞腫による圧迫骨折を初期徴候として発症した 
POEMS症候群の 1例

加藤 豊（東京女子医科大学病院 血液内科）
26． 汎血球減少で発症した Crystal-Storing Histiocytosis合併多発性骨髄腫

青山 慧（東芝病院 血液内科）
27． ステロイド不応で tocilizumabが有効だった TAFRO症候群の 1例

木下 量介（日本医科大学付属病院 血液内科）
28． Rituximab投与が奏効した TAFRO症候群の 1例

住吉 立（帝京大学医学部附属病院 血液内科）
29． Tリンパ球のモノクローナリティーを認めた TAFRO症候群

植松 望武（長野赤十字病院 血液内科）
30． 慢性活動性 EBウイルス感染症（CAEBV）の 3例

須摩 桜子（筑波大学医学医療系 血液内科）

教育講演 12：10 ～ 13：00 第 1会場
【ランチョンセミナー／ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社】

座長：鈴木 憲史（日本赤十字社医療センター 骨髄腫アミロイドーシスセンター長）

「多発性骨髄腫の最新の治療戦略」
飯田 真介（名古屋市立大学大学院医学研究科 

血液・腫瘍内科学教授）

教育講演 12：10 ～ 13：00 第 2会場
【ランチョンセミナー／武田薬品工業株式会社】

座長：大間知 謙（東海大学医学部内科学系血液・腫瘍内科学講師）

「ホジキンリンパ腫の病態と治療」
錦織 桃子（京都大学大学院医学研究科血液・腫瘍内科学講師）
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特別講演 13：10 ～ 14：10 第 1会場
座長：薄井 紀子（東京慈恵会医科大学附属第三病院 輸血部／腫瘍・血液内科）

「白血病の治療」
谷本 光音（国立病院機構岩国医療センター副院長）

MPN 14：10 ～ 15：10 第 1会場
座長：岡本 真一郎（慶應義塾大学病院 血液内科）

31． 骨髄増殖性疾患の経過中に Evans症候群を発症した 1例
新井 里沙（国家公務員共済組合連合会 立川病院 内科）

32． 免疫性血小板減少症を合併した原発性骨髄線維症
岡村 大輔（埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科）

33． 原発性骨髄線維症に対し ruxolitinibが奏効した 1例
大橋 梨佳（秦野赤十字病院 血液内科）

34． ルキソリチニブ投与により脾腫および血球の改善を認めた原発性骨髄線維症
岸本 久美子（済生会横浜市南部病院 血液内科）

35． ダサチニブ内服中肺高血圧（PH）から混合性結合組織病（MCTD）と診断した 
慢性骨随性白血病（CML）

綿貫 慎太郎（慶応義塾大学病院 血液内科）
36． 汎血球増多で発症し二次性骨髄線維症及び異型巨核球の広汎な浸潤を呈した 

本態性血小板血症の 1例
佐々木 光（獨協医科大学 内科学（血液・腫瘍））

赤血球・血小板・組織球症 15：10 ～ 16：10 第 1会場
座長：桐戸 敬太（山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科）

37． 臍帯血移植後にヒトパルボウイルス B19感染による自己免疫性溶血性貧血と 
赤芽球癆を発症した 1例

海發 茜（新潟大学医歯学総合病院 血液内分泌代謝内科）
38． 間欠的チアノーゼを伴う鉄剤不応性貧血の 13歳女児

川口 裕之（防衛医科大学校小児科学講座）
39． Pure white cell aplasiaの経過中に PRCA様の病態を併発した 1例

阿久澤 有（埼玉医科大学病院 血液内科）
40． エクリズマブが奏効した高齢発症非典型溶血性尿毒症症候群

深澤 千咲（山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科）
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41． 12歳時に家族性血球貪食リンパ組織球症（FHL）と診断され，14年後の 26歳時に 
再燃した 1例

宍戸 努（長野赤十字病院 血液内科）
42． 大顆粒リンパ球性白血病の難治性貧血にアレムツズマブが有効であった 1例

飯島 喜美子（NTT東日本関東病院 血液内科）

リンパ腫・LPL・ATL・CLL 16：10 ～ 17：10 第 1会場
座長：今井 陽一（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

43． 初発症候性原発性マクログロブリン血症に対する R-half CHOP療法の意義
関口 直宏（災害医療センター 血液内科）

44． LPLからの形質転換が示唆されたMYD88変異陽性 DLBCLの 1例
越智 清純（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

45． 同一のクローンに由来する鼻腔びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫と膀胱形質芽細胞
リンパ腫の 1例

橋本 典諭（東海大学医学部付属八王子病院 血液腫瘍内科）
46． IgH／CCND1の融合シグナルを有しマントル細胞リンパ腫との鑑別に苦慮した 

慢性リンパ性白血病 CLL
髙木 文智（青梅市立総合病院 血液内科）

47． モガムリズマブ投与後，難治性口内炎を来たした同種骨髄移植後 ATL再発症例
小川 弥穂（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

48． メソトレキセート内服中止により自然軽快した腸管症型 T細胞リンパ腫
池田 織人（那須赤十字病院 血液内科）

リンパ腫（1） 14：10 ～ 15：10 第 2会場
座長：得平 道英（埼玉医科大学総合医療センター 血液内科）

49． CMMLに対してアザシチジンで治療中に小腸結腸瘻を契機に診断された DLBCL
山崎 皓平（東京都済生会中央病院 血液・感染症内科）

50． 両側卵巣腫瘍で発見された虫垂原発バーキットリンパ腫の 11歳女児
角皆 季樹（東京慈恵会医科大学 小児科学講座）

51． 頸部リンパ節と大腸病変にて発症した discordant lymphomaの 1例
中井 葉子（埼玉医科大学総合医療センター 血液内科）

52． 鼻腔内腫瘤と皮疹から診断に至った血管内 NK／T細胞リンパ腫の 1例
小倉 慎司（北里大学医学部 血液内科）

53． 骨髄内に肉芽腫を形成した血管内大細胞型 B細胞性リンパ腫の一症例
川村 俊人（松戸市立病院 血液内科）
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54． B細胞性白血病との鑑別が困難であった反応性形質細胞増多を伴う PTCL-NOS
齋藤 優（東京医科大学 血液内科学分野）

リンパ腫（2） 15：10 ～ 16：00 第 2会場
座長：富田 直人（聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科）

55． FGFR1遺伝子変異を伴う Tリンパ芽球性リンパ腫の 1例
海野 健斗（自治医科大学附属病院 血液科）

56． 組織球肉腫の表現形質が自然消退後MYC陽性びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫に 
形質転換した濾胞性リンパ腫

沼田 歩（神奈川県立がんセンター 腫瘍内科）
57． リツキシマブ投与により急性血小板減少をきたした濾胞性リンパ腫の 1例

大村 佳之（三井記念病院 血液内科）
58． 血管炎の経過中に発症した t（X;14）（p11.2;q32）転座を持つ低悪性度 B細胞リンパ腫

上村 悠（聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科）
59． HHV8陰性 PEL-like lymphomaの病態を呈した double-hit lymphoma

佐藤 昌靖（千葉県がんセンター 腫瘍血液内科）

リンパ腫（3） 16：00 ～ 17：00 第 2会場
座長：高山 信之（杏林大学医学部 第二内科学教室）

60． Sarcoidosis-lymphoma syndrome（SLS）を呈した 2例
福島 僚子（東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科）

61． 前立腺びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫を発症した Richter Syndromeの 1例
東 宙（同愛記念病院 血液内科）

62． 傍脊柱腫瘍による対麻痺で発症した ALK陽性大細胞型 B細胞リンパ腫の 1例
森元 梓（東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科）

63． 顔面神経麻痺で再発した精巣原発びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の 1例
山内 浩文（がん研究会有明病院 血液腫瘍科）

64． 中枢神経病変による神経症状により発症した Hepatosplenic T-cell lymphoma
関 雅史（杏林大学医学部 第二内科）

65． 三叉神経浸潤で再発した咽頭・副鼻腔原発 DLBCLの 2例
松井 茉里奈（都立多摩総合医療センター 血液内科）

Closing remarks 17：10 ～ 17：20 第 1会場
薄井 紀子（東京慈恵会医科大学附属第三病院 輸血部／腫瘍・血液内科）


