
日本血液学会
第 1 7 0 回例会プログラム

例 会 長 虎の門病院　谷口 修一

期　　日 2013年 7月 13日（土）9:00～ 16:50
会　　場 日内会館　4階　会議室
★演者の方に

　1）一演題あたり 10分（発表 7分＋討論 3分）です。
　2）次演者は演説時間の 10分前までに次演者席にお着きください。
　3） 筆頭演者は日本血液学会会員に限ります。（当該年度の会費納入者であることを

要します。）共同発表者は，非会員でも差し支えありません。新研修医制度にお

ける初期研修医・非MDの大学院生・学部学生・留学生が筆頭演者の場合は，非
会員での演題登録が可能です。ただし，入会免除申請書（Microsoft Word形式で
ダウンロード）の提出をお願いいたします（詳細はホームページでご確認ください）。

★パソコン発表について

　詳細は学会ホームページの「例会パソコン発表要項」をご覧ください。

　不明な点は，学会事務局までお問い合わせください。

日本血液学会事務局

　　　〒 113-0033　文京区本郷 3-28-8　日内会館 8階
　　　TEL: 03-5844-2065　FAX: 03-5844-2066
　　　E-mail: tokyo-office@jshem.or.jp
　　　学会ホームページ: http://www.jshem.or.jp/

会 場 ご 案 内 図



■ 9：00～ 9：05　 開会挨拶（例会長）

■ 9：05～ 10：05　 座長：伊豆津 宏二（虎の門病院　血液内科）

  1　 著明な低 Na血症を伴う中枢性塩類喪失症候群（CSWS）で発症したびまん性大細

胞型 B細胞性リンパ腫

 （山梨大学　卒後臨床研修センター）

  ○成　澤　宏　宗

 （山梨大学　血液・腫瘍内科）

  　川　島　一　郎，末　木　侑　希，山　本　健　夫，

  　野　崎　由　美，中　嶌　　　圭，三　森　　　徹，

  　桐　戸　敬　太

  2　 上咽頭悪性リンパ腫と急性リンパ性白血病を同時発症しHyperCVAD/MA療法によ

り寛解に至った症例

 （日本医科大学　血液内科）

  ○藤　原　裕　介，濱　田　泰　子，奥　山　奈美子，

  　岡　本　宗　雄，中　山　一　隆，猪　口　孝　一

  3　 病勢の進展とともに biclonal gammopathyを呈した Lennert’s lymphoma

 （埼玉医科大学病院　血液内科）

  ○中　村　裕　一，伊　藤　善　啓，脇　本　直　樹，

  　掛　川　絵　美，内　田　優美子，森　　　茂　久，

  　別　所　正　美

 （埼玉医科大学　病理学）

  　茅　野　秀　一

 （埼玉医科大学国際医療センター　病理診断科）

  　松　嶋　　　惇

  4　 Lymphoplasmacytic lymphomaに対して DRC療法が奏功した 1例

 （日本赤十字社医療センター　血液内科）

  ○宮　崎　寛　至，新　垣　清　登，阿　部　　　有，

  　関　根　理恵子，中　川　靖　章，塚　田　信　弘，

  　鈴　木　憲　史



  5　 2012年に経験した節外性 NK/T細胞リンパ腫，鼻型（ENKL）患者 6例の検討 

 （帝京大学医学部附属病院　血液内科）

  ○松　尾　琢　二，白　崎　良　輔，山　本　　　義，

  　岡　　　陽　子，大　井　　　淳，秋　山　　　暢，

  　川　杉　和　夫，白　藤　尚　毅

  6　 レナリドマイド投与中に間質性肺炎を発症した多発性骨髄腫の 2例

 （日立製作所日立総合病院　血液内科）

  ○周　山　拓　也，工　藤　大　輔，品　川　篤　司

■ 10：05～ 11：05　 座長：加 藤 　 淳（武蔵野赤十字病院　血液内科）

  7　  難治性血小板減少症に対しエルトロンポパグが著効した Evans症候群の 1例

 （武蔵野赤十字病院　血液内科）

  ○安　田　峻一郎，渡　邊　大　介，大　木　　　学，

  　高　野　弥　奈，加　藤　　　淳

  8　 CLL/SLLに合併した二次性免疫性血小板減少症に対して腹腔鏡下脾臓摘出術が有

効であった 1例

 （東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科）

  ○山　内　浩　文，齋　藤　　　健，島　田　　　貴，

  　横　山　洋　紀，杉　山　勝　紀，矢　野　真　吾，

  　相　羽　惠　介

 （東京慈恵会医科大学附属病院　肝胆膵外科）

  　芝　　　弘　明，宇 和 川　　匡，三　澤　健　之，

  　矢　永　勝　彦

  9　 分娩後後天性血友病の 2例

 （自治医科大学医学部内科学講座　血液学部門）

  ○野　城　聡　志，翁　　　家　国，岡　塚　貴世志，

  　藤　原　慎一郎，大　嶺　　　謙，鈴　木　隆　浩，

  　森　　　政　樹，永　井　　　正，室　井　一　男，

  　小　澤　敬　也

 （自治医科大学医学部分子病態治療研究センター　分子病態研究部）

  　窓　岩　清　治



10　 高齢者再発難治性急性骨髄性白血病に対するアザシチジン （AZA） の使用経験

 （国立病院機構水戸医療センター　血液内科）

  ○太　田　育　代，桂　　　行　孝，吉　田　近　思，

  　米　野　琢　哉

11　 長期のステロイド投与などで改善傾向を示した TAFRO症候群の男性症例

 （昭和大学医学部内科学講座　血液内科学部門）

  ○原　田　浩　史，宇　藤　　　唯，有　泉　裕　嗣，

  　服　部　憲　路，中　嶋　秀人詞，柳　沢　孝　次，

  　齋　藤　文　護，中　牧　　　剛，森　　　　　啓

12　アザシチジンが奏効したレナリドマイド抵抗性の 5q－を伴う骨髄異形成症候群の1例

 （NTT東日本関東病院　血液内科）

  ○安　藤　弥　生，半 下 石　　明，斎　賀　真　言，

  　遅　塚　明　貴，木　田　理　子，臼　杵　憲　祐

■ 11：05～ 12：05　 座長：半下石  明（NTT東日本関東病院　血液内科）

13　 ヒドロキシウレアの投与中に重症肝障害を認めた本態性血小板血症

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　血液内科）

  ○渡　邊　直　紀，青　田　泰　雄，国　峯　真　也，

  　安　藤　　　純，原　田　浩　徳，田　中　　　勝，

  　小　松　則　夫

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　消化器内科）

  　青　山　友　則

14　 Myeloid sarcomaによる閉塞性黄疸で発症した急性骨髄性白血病

 （三井記念病院　血液内科）

  ○菊　池　裕　二，吉　見　真　弓，高　橋　強　志

15　 メソトレキセート長期内服中止後に一過性に異型リンパ球増加を伴う著明な白血球

増多を来した 2例

 （聖隷三方原病院　血液内科）

  ○奈　良　健　司，竹　村　兼　成，小　林　政　英



 （聖隷三方原病院　臨床検査科）

  　天　野　功　二

16　 腕神経叢と腓骨神経に末梢神経浸潤を来した Nuerotropic myeloid sarcomaの

1例

 （千葉大学医学部附属病院　血液内科）

  ○大　旗　彩　子，堺　田　惠美子，川　尻　千　華，

  　東ヶ崎　絵　美，清　水　　　亮，杉　田　泰　雅，

  　山　崎　敦　子，武　藤　朋　也，川　口　岳　晴，

  　塚　本　祥　吉，竹　田　勇　輔，武　内　正　博，

  　大和田　千桂子，中世古　知　昭

 （千葉大学医学部附属病院　輸血・細胞療法部）

  　酒　井　紫　緒，清　水　直　美，井　関　　　徹

17　 AMLに対する寛解導入療法中に発症した Lactobacillus rhamnosusによる口腔内

感染

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

  ○石　原　優　子，諫　田　淳　也，中　野　裕　史，

  　鵜　飼　知　嵩，和　田　英　則，山　﨑　諒　子，

  　河　村　浩　二，坂　本　佳　奈，蘆　澤　正　弘，

  　佐　藤　美　樹，寺　迫　桐　子，木　村　俊　一，

  　菊　地　美　里，賀　古　真　一，山　崎　理　絵，

  　西　田　淳　二，神　田　善　伸

 （岐阜大学生命科学総合研究支援センター　嫌気性菌研究分野）

  　田　中　香お里，渡　邉　邦　友

18　 赤芽球癆でシクロスポリン内服中に CMV肺炎・PCP・緑膿菌敗血症を認めた 1例

 （都立多摩総合医療センター　総合内科）

  ○田　頭　保　彰

 （都立多摩総合医療センター　腎臓内科）

  　九　鬼　隆　家

 （都立多摩総合医療センター　血液内科）

  　香　西　康　司



■ 12：05～ 12：55　 座長：田 中 淳 司（東京女子医科大学　血液内科）

19　 Azacitizine投与後に気管切開を要した Sweet病と甲状腺中毒症を合併したMDS

の 1例

 （東京都済生会中央病院　臨床研修室）

  ○中　島　裕　理，伊　藤　勇　太

 （東京都済生会中央病院　血液・腫瘍・感染症内科）

  　平　尾　磨　樹，塚　田　唯　子，上　田　尚　子，

  　杉　山　圭　司，菊　池　隆　秀，渡　辺　健太郎

 （東京都済生会中央病院　糖尿病・内分泌内科）

  　及　川　洋　一

 （東京都済生会中央病院　病理診断科）

  　向　井　　　清

20　 臍帯血移植後 6年経過後に肺炎球菌性髄膜炎をきたした急性骨髄性白血病の 1例

 （千葉大学医学部附属病院　血液内科）

  ○栢　森　健　介，竹　田　勇　輔，大　旗　彩　子，

  　赤　尾　健　一，長 谷 川　　渚，川　尻　千　華，

  　東ヶ崎　絵　美，清　水　　　亮，杉　田　泰　雅，

  　山　崎　敦　子，武　藤　朋　也，川　口　岳　晴，

  　塚　本　祥　吉，武　内　正　博，大和田　千桂子，

  　堺　田　惠美子，中世古　知　昭

21　 同種移植後再発に対し Nilotinibが奏功した E450V変異を認めた Ph陽性 ALL

 （埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

  ○南　川　優　輝，富　川　武　樹，渡　部　玲　子，

  　得　平　道　英，高　橋　康　之，木　村　勇　太，

  　佐　川　森　彦，根　本　朋　恵，多　林　孝　之，

  　森　　　茂　久，木　崎　昌　弘

22　 非血縁者間臍帯血移植後に HSV-2による劇症肝炎を発症した急性骨髄性白血病の

1例

 （虎の門病院　血液内科）

  ○湯　淺　光　博，石　綿　一　哉，杉　尾　健　志，



  　梶　　　大　介，太　田　　　光，辻　正　　　徳，

  　山　本　久　史，山　本　　　豪，森　　　有　紀，

  　内　田　直　之，伊豆津　宏　二，谷　口　修　一

23　 17年ぶりに再発した治療関連 APLに対し，再寛解導入後自家移植を行った 1例

 （千葉県がんセンター　腫瘍血液内科）

  ○丸　山　　　聡，山　田　修　平，菅　原　武　明，

  　伊　勢　美樹子，辻　村　秀　樹，酒　井　　　力，

  　高　木　敏　之，王　　　暁　斐，熊　谷　匡　也

■ 12:55～ 13:45　 昼食

■ 13:45～ 14:55　 座長：山 本 　 豪（虎の門病院　血液内科）

24　 G6PD異常症を合併した鎌状赤血球症の 1例

 （東京女子医科大学　血液内科）

  ○志　村　華　絵，今　井　陽　一，吉　永　健太郎，

  　志　関　雅　幸，森　　　直　樹，田　中　淳　司

 （東京女子医科大学　輸血・細胞プロセシング科）

  　菅　野　　　仁

25　 心房粘液腫から発生した EBウイルス陽性びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の 1例

 （虎の門病院　血液内科）

  ○大　木　遼　佑，山　本　　　豪，梶　　　大　介，

  　太　田　　　光，石　綿　一　哉，辻　　　正　徳，

  　山　本　久　史，森　　　有　紀，内　田　直　之，

  　伊豆津　宏　二，谷　口　修　一

 （虎の門病院　病理部）

  　大　田　泰　徳

 （虎の門病院　循環器センター　外科）

  　田　中　慶　太，成　瀬　好　洋



26　 POEMS症候群様の末梢神経障害，体液貯留等の急速な進行による致死的経過を辿

った Castleman病

 （慶應義塾大学医学部　血液内科）

  ○戸　澤　圭　一，松　木　絵　里，石　澤　　　丈，

  　清　水　隆　之，岡　本　真一郎

 （慶應義塾大学医学部　病理学教室）

  　波多野　ま　み，山　田　健　人

27　 心外膜への浸潤を認めた enteropathy-associated T cell lymphoma

 （東京医科歯科大学医学部附属病院　血液内科）

  ○内　田　慧　美，大　谷　悠　祐，岡　田　啓　五，

  　秋　山　弘　樹，渡　邉　　　健，長　尾　俊　景，

  　山　本　正　英，坂　下　千瑞子，黒　須　哲　也，

  　新　井　文　子，三　浦　　　修

28　 蛋白漏出性胃腸症を合併した小腸原発MALTリンパ腫の 1例

 （東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科）

  ○塚　本　彩　人，中　村　文　彦，安　永　　　愛，

  　市　川　　　幹，南　谷　泰　仁，黒　川　峰　夫

29　 多発性腹部リンパ節腫大と肝臓内腫瘤を認めた高 IL-6症候群と考えられる 1例

 （埼玉医科大学国際医療センター　造血器腫瘍科）

  ○高　橋　直　樹，田　苗　　　健，岡　村　大　輔，

  　石　川　真　穂，前　田　智　也，郡　　　美　佳，

  　川　井　信　孝，新　津　　　望，松　田　　　晃，

  　別　所　正　美

 （埼玉医科大学国際医療センター　病理診断科）

  　清　水　道　生

 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病理学）

  　吉　野　　　正

30　 Neurolymphomatosisで発症した DLBCLの 2例

 （亀田総合病院　血液・腫瘍内科）

  ○藤　澤　　　学，末　原　泰　人，福　本　浩　太，



  　長　野　雅　史，杉　原　裕　基，西　田　有　毅，

  　山　倉　昌　之，竹　内　正　美，末　永　孝　生

■ 14:55～ 15:55　 座長：南 谷 泰 仁（東京大学　血液・腫瘍内科）

31　 dasatinib治療中に急速に急性転化を起こした慢性骨髄性白血病の 1例

 （獨協医科大学　内科学（血液・腫瘍））

  ○鴇　田　勝　哉，永　澤　英　子，高　橋　　　渉，

  　新　井　ほのか，半　田　智　幸，仲　村　祐　子，

  　中　村　幸　嗣，三　谷　絹　子

32　 高齢者のフィラデルフィア染色体陽性急性白血病に対する TKI単独維持療法の検討

 （国立病院機構東京医療センター　血液内科）

  ○米　田　美　栄，朝　倉　崇　徳，岡　部　崇　志，

  　細　田　　　亮，籠　尾　壽　哉，横　山　明　弘，

  　朴　　　載　源，矢　野　尊　啓，上　野　博　則

33　 骨髄異形成症候群に合併した関節リウマチが Azacitidine使用で軽快した 1例

 （虎の門病院分院　血液内科）

  ○福　田　匡　志，西　田　　　彩，高　木　伸　介，

  　内　田　直　之，伊豆津　宏　二，谷　口　修　一，

  　和　氣　　　敦

34　 R-CHOP療法施行時にクリーゼが危惧された重症筋無力症合併 DLBCL

 （筑波大学　血液内科）

  ○谷　垣　有　香，小　川　晋　一，関　　　正　則，

  　高　岩　直　子，周　山　拓　也，真　家　紘一郎，

  　栗　田　尚　樹，横　山　泰　久，坂田（柳元）麻実子，

  　小　原　　　直，鈴　川　和　己，長谷川　雄　一，

  　千　葉　　　滋

35　 T315I変異を伴って急性前骨髄性白血病へ急性転化した慢性骨髄性白血病の 1例

 （横浜市立大学附属病院病態免疫制御内科学　リウマチ・血液・感染症内科）

  ○友　成　悠　邦，山　本　恵　理，小　山　　　哲，

  　中　嶋　ゆ　き，立　花　崇　孝，宮　崎　拓　也，



  　山　崎　悦　子，富　田　直　人，石ヶ坪　良　明

36　 t（9;22）（p24;q11.2）を有するびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫と思われた 1例

 （東京慈恵会医科大学附属第三病院　腫瘍・血液内科）

  ○棚　岡　さやか，南　　　次　郎，大　場　理　恵，

  　山　口　祐　子，武　井　　　豊，土　橋　史　明，

  　薄　井　紀　子

 （東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科）

  　相　羽　惠　介

■ 15:55～ 16:45　 座長：福 田 隆 浩（国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科）

37　 非血縁者間同種骨髄移植後に PRCAおよび AIHAを合併した再生不良性貧血の

1例

 （横浜市立大学附属市民総合医療センター　血液内科）

  ○板　橋　めぐみ，立　花　崇　孝，岸　本　久美子，

  　沼　田　　　歩，本　橋　賢　治，桑　原　英　幸，

  　萩　原　真　紀，田　中　正　嗣，藤　澤　　　信

 （横浜市立大学附属病院病態免疫制御内科学　リウマチ・血液・感染症内科）

  　石ヶ坪　良　明

38　 再寛解導入療法中に上顎骨ムーコル症を併発したフィラデルフィア染色体陽性急性

リンパ性白血病

 （東京医科大学内科学　第一講座）

  ○吉　澤　成一郎，後　藤　守　孝，片　桐　誠一朗，

  　勝　呂　多光子，伊　藤　良　和，田　内　哲　三，

  　大屋敷　一　馬

39　 臍帯血移植後早期に無痛性甲状腺炎を合併した急性骨髄性白血病の 1例

 （群馬大学医学部附属病院　血液内科）

  ○石　川　哲　也，石　埼　卓　馬，神　尾　　　直，

  　林　　　俊　誠，杠　　　明　憲，小　川　孔　幸，

  　三　井　健　揮，滝　沢　牧　子，半　田　　　寛，

  　野　島　美　久



 （群馬大学医学部附属病院　輸血部）

  　横　濱　章　彦

 （群馬大学医学部附属病院　腫瘍センター）

  　小　磯　博　美，塚　本　憲　史

 （群馬大学医学部　保健学科）

  　斉　藤　貴　之，村　上　博　和

40　 非血縁骨髄移植後の拒絶に対し，非血縁臍帯血移植で救済した先天性代謝異常の

2例

 （東海大学　小児科）

  ○小　池　隆　志，清　水　聡　子，福　村　明　子，

  　大　坪　慶　輔，清　水　崇　史，森　本　　　克

 （東海大学　細胞移植再生医療科）

  　矢　部　普　正，加　藤　俊　一，矢　部　みはる

41　 2回の同種造血幹細胞移植後の再発に azacitidineとドナーリンパ球輸注が奏功し

た慢性骨髄単球性白血病

 （がん・感染症センター　都立駒込病院　血液内科）

  ○金　田　希　望，五十嵐　愛　子，垣　花　和　彦，

  　山　本　圭　太，金　政　佑　典，吉　岡　康　介，

  　成　川　研　介，石　田　信　也，押　川　　　学，

  　小　林　　　武，土　岐　典　子，大　橋　一　輝

■ 16:45～ 16:50　 閉会挨拶（例会長）

今回の第 170回例会をもちまして，日本血液学会例会を終了させていただくこととなりました。
長きにわたる例会活動を継続できましたのも，ひとえに会員の皆様の積極的なご参加の賜物と

篤く感謝しております。ありがとうございました。


