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プログラム

Opening remarks 8：55 ～ 9：00 第 1会場
三谷 絹子（獨協医科大学内科学（血液・腫瘍））

急性白血病・造血幹細胞移植 9：00 ～ 10：20 第 1会場
座長：仲宗根 秀樹（自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科）

 1． Cryptic型 PML-RARα 転座を伴った急性前骨髄球性白血病
細川 恵理子（山梨大学医学部附属病院 臨床教育センター）

 2． Cup-like acute myeloid leukemiaの 2例
巻渕 絢子（長岡赤十字病院 血液内科）

 3． 自家末梢血幹細胞移植後，早期に発症した t（8;21）（q22;q22）を伴う 
治療関連急性骨髄性白血病

渋谷 真史（日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野）
 4． 染色体 1q21と 11q23の不均衡転座を認めた急性リンパ性白血病

後藤 麻里（日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学講座）
 5． 地固め療法中に骨髄壊死を認めたフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ芽球性 

白血病
石塚 幹太郎（筑波大学医学医療系 血液内科）

 6． ハプロ移植後にドナー由来白血病を認めた急性骨髄性白血病
小縣 開（防衛医科大学校 血液内科）

 7． 急性骨髄性白血病に対する臍帯血移植後に HHV-6脳症を発症し， 
続発的に低体温発作を繰り返した 1例

酒匂 崇史（虎の門病院分院 血液内科）
 8． PD-1抗体薬投与後に HLA一座不一致同種造血幹細胞移植が可能だった 

再発ホジキンリンパ腫の 1例
山﨑 愛子（信州大学 血液内科）
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AA／PNH 10：20 ～ 11：20 第 1会場
座長：臼杵 憲祐（NTT 東日本関東病院 血液内科）

 9． ATG後妊娠を機に再燃した AAに対し ATG＋CsA＋EPAGが奏効したが， 
溶血型 PNHに移行した 1例

成川 研介（武蔵野赤十字病院 血液内科）
10． AA治療後に悪性リンパ腫を発症し，AAの再燃治療中に t（3;21）を伴うMDSに 

移行した 1例
中村 文美（獨協医科大学 内科学（血液・腫瘍））

11． 酢酸亜鉛水和物により重篤な二血球減少を呈したウィルソン病の 1例
岡村 隆光（獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科）

12． サイトメガロウイルス感染症に続発した溶血性貧血の 1例
山崎 皓平（東京都済生会中央病院 血液内科）

13． Eculizumab導入後 6年で寛解に至った AA-PNH syndromeの 1例
荒野 貴大（深谷赤十字病院 内科）

14． 発作性夜間ヘモグロビン尿症に対してエクリズマブ投与中の患者における 
大動脈弁置換術の周術期管理について

三﨑 柚季子（自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科）

ランチョンセミナー 1 11：50 ～ 12：40 第 1会場
座長：赤司 浩一（九州大学 第一内科（病態修復内科学））

PNHの治療：最近の知見
金倉 譲（住友病院）
 共催：アレクシオンファーマ

特別講演 13：10 ～ 14：10 第 1会場
座長：三谷 絹子（獨協医科大学内科学（血液・腫瘍））

骨髄系腫瘍の遺伝学と分子生物学の近年の知見について
小川 誠司（京都大学 腫瘍生物学）
 共催：アッヴィ合同会社
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CML・MPN 14：40 ～ 15：40 第 1会場
座長：高久 智生（順天堂大学 血液内科）

15． 初診時 FISH検査で診断可能であったminor bcr-abl陽性慢性骨髄性白血病の 1例
橋田 里妙（国家公務員共済組合連合会立川病院 血液内科）

16． フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病と鑑別が困難であった 
慢性骨髄性白血病の急性転化

安田 優輝（日本医科大学 血液内科）
17． 19番染色体に重複する BCR-ABL1を持つフィラデルフィア染色体陽性白血病

齊木 祐輔（聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科）
18． CSF3R変異陽性慢性好中球性白血病の臨床経過

麻生 智愛（埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科）
19． Ruxolitinibと化学療法併用により加療を行なった POST-ET／MF-AML

江口 実祐（山梨大学医学部附属病院 臨床教育センター）
20． 好酸球増多症に合併した出血性膀胱炎

清水 夕貴（虎の門病院 血液内科）

おやつセミナー 1 16：00 ～ 16：40 第 1会場
座長：小松 則夫（順天堂大学 血液内科）

MPNに対する JAK阻害剤の可能性
松村 到（近畿大学 血液内科）
 共催：ノバルティスファーマ株式会社

リンパ腫 3・形質細胞腫瘍 17：00 ～ 18：20 第 1会場
座長：半田 寛（群馬大学 血液内科）

21． 食道がん再発時に重複がんとして診断されたびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫
馬場 勇太（昭和大学医学部 内科学講座血液内科学部門）

22． EBV関連血球貪食症候群を合併した Richter症候群 Hodgkin variantの 1例
城下 郊平（慶應義塾大学医学部 血液内科）

23． 繰り返す劇症型の腸管症状で発症した T細胞性 EBV陽性医原性リンパ増殖性疾患
川口 慎一郎（自治医科大学附属病院 内科学講座 血液学部門）

24． Bing-Neel症候群から DLBCLに形質転換した 1例
飯塚 浩光（NTT東日本関東病院 血液内科）

25． 医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患を合併した γ 鎖病
新井 康祐（東京医科歯科大学医学部 血液内科）

26． VRd療法不応の初発多発性骨髄腫に対して DRd療法が著効した 1例
塩入 勇翔（千葉大学医学部附属病院 血液内科）
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27． 膵腫瘤にて発症した難治性形質細胞腫に対し自家／同種造血幹細胞移植にて 
良好な疾患制御を得た 1例

礒貝 俊太郎（千葉大学医学部附属病院 血液内科）
28． 高アンモニア血症および白質脳症を伴う意識障害を認めた治療抵抗性多発性骨髄腫

小沼 ひかり（総合病院厚生中央病院 総合内科）

凝固異常症・感染症 9：00 ～ 10：00 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）

29． 先天性血友病と鑑別を有した後天性血友病 C
永沼 謙（埼玉医科大学総合医療センター 血液内科）

30． ステロイド抵抗性難治性後天性血友病に対しリツキシマブが著効した 1例
小池 隆（日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野）

31． Rituximabの投与が初発時，再発時に奏効した血栓性血小板減少性紫斑病の 1例
水木 太郎（同愛記念病院 血液内科）

32． 急性リンパ性白血病の寛解導入療法中に Bacillus cereus敗血症および脳膿瘍を発症
した 1例

長尾 陸（東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科）
33． AML寛解導入療法後に Scedosporium肺炎を発症し外科治療後に臍帯血移植を 

行なった 1例
渡部 音哉（虎の門病院 血液内科）

34． 急性虫垂炎合併急性骨髄性白血病として発見され，後にアメーバ虫垂炎と診断した 
1例

和泉 真太郎（成田赤十字病院 血液腫瘍科）

MDS 10：00 ～ 11：20 第 2会場
座長：中崎 久美（東京大学 血液・腫瘍内科）

35． 妊娠合併血液疾患 6症例の検討
小倉 瑞生（日本赤十字社医療センター 血液内科）

36． 妊娠中に発症した古典的ホジキンリンパ腫の 2例
藤井 知紀（関東労災病院 血液内科・腫瘍内科）

37． Germline GATA2変異を伴う骨髄異形成症候群（MDS）の 1例
水城 和義（聖路加国際病院 小児科）

38． Type-1, -2変異の獲得によるクローン進化を観察し得た骨髄異形成症候群の 1例
安藤 匠平（東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科）

39． アザシチジン治療中に合併するクローン病が寛解となった，骨髄異形成症候群の 1例
西川 慶（江戸川病院 腫瘍血液内科）
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40． リウマチ性多発筋痛症を合併した骨髄異形成症候群にステロイドが著効した 1例
荒井 俊也（東京警察病院 血液内科）

41． 骨髄異形成症候群と低悪性度 B細胞リンパ腫を合併し，多彩な合併症を呈した 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）

42． 多種類の栄養欠乏症により汎血球減少と皮膚色素斑を生じ血液悪性疾患との鑑別を 
要した 1例

岸田 侑也（がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科）

ランチョンセミナー 2 11：50 ～ 12：40 第 2会場
座長：木崎 昌弘（埼玉医科大学総合医療センター 血液内科）

骨髄異形成症候群の病態と治療
宮﨑 泰司（長崎大学 血液内科）
 共催：セルジーン株式会社

リンパ腫 1 14：40 ～ 15：40 第 2会場
座長：坂田 麻実子（筑波大学 血液内科）

43． 血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫に多発性骨髄腫を合併した 1例
佐原 直日（関東労災病院 血液内科）

44． 原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫との鑑別が困難であった菌状息肉症
坂本 朋之（埼玉医科大学 血液内科）

45． 長期間にわたる胸水貯留の経過中に原発性体腔液リンパ腫類似リンパ腫と診断された
2例

宮本 佳奈（JAとりで総合医療センター 血液内科）
46． プレドニゾロンが著効した HHV8陰性原発性体腔液リンパ腫類似リンパ腫（PEL-LL）

の 1例
山田 晃平（国立国際医療研究センター病院 医療教育部）

47． リンパ形質細胞性リンパ腫（LPL）に対して BR療法を施行中にカポジ肉腫（KS）の
増悪を来した 1例

堀米 佑一（北里大学医学部 血液内科学）
48． リンパ形質細胞性リンパ腫の骨髄及び眼内病変から中枢病変に進展を来した 1症例

栗原 祐也（東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科）
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おやつセミナー 2 16：00 ～ 16：40 第 2会場
座長：千葉 滋（筑波大学 血液内科）

成人 T細胞白血病治療の現状と未来
高折 晃史（京都大学 血液・腫瘍内科学）
 共催：協和キリン株式会社

リンパ腫 2 17：00 ～ 18：10 第 2会場
座長：新井 文子（聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科）

49． 骨浸潤で発症し R-CHOPが奏効した THRLBCL様転化を伴う結節性リンパ球優位型
ホジキンリンパ腫

本村 鷹多朗（青梅市立総合病院 血液内科）
50． マントル細胞リンパ腫の中枢神経再発に対しイブルチニブが著効した 1例

吉森 恵未（杏林大学医学部 第二内科）
51． 自己免疫性溶血性貧血を合併した CD20陽性非ホジキンリンパ腫の 1例

藤井 知紀（関東労災病院 血液内科・腫瘍内科）
52． インヒビター保有血友病 B合併の DLBCLに対する R-CHOP療法の安全性

大月 俊輔（東京医科大学病院 卒後研修センター）
53． 生体腎移植後の B-cell lymphomaに対し R-DA-EPOCH療法で長期寛解を維持した

1例
小林 茉弥（東京女子医科大学 血液内科）

54． SLEに対する免疫抑制療法中に発症した中枢神経原発 OII-LPD
寺崎 幸恵（群馬大学 血液内科）

55． 再発難治 DLBCLに対する同種造血幹細胞移植 15年後に発症した移植後リンパ増殖性
疾患の 1例

高原 あい（東海大学医学部 内科学系血液・腫瘍内科学）

Closing remarks 18：30 ～ 18：40 第 1会場
三谷 絹子（獨協医科大学内科学（血液・腫瘍））


