
■ 9：30～ 9：35　 開 会 挨 拶（例会長）

■ 9：35～ 10：25　 座長：矢 野 尊 啓（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）

  1　特異な神経症状を呈した悪性リンパ腫，中枢神経浸潤の 1例

 （東京都立墨東病院　内科） ○宮　本　勇　治，　濱　木　珠　恵，　大和田　　　啓，

  　富　山　順　治

 （帝京大学　血液内科） 　秋　山　　　暢

  2　3重非ホジキンリンパ腫を併発した AIDS

 （東京医科大学　内科学第一講座）

  ○北　原　俊　彦，　後　藤　守　孝，　井　口　具　隆，

  　大屋敷　一　馬

 （東京医科大学　病理診断学講座）

  　泉　　　美　貴，　向　井　　　清

  3　 著明な単クローン性高 IgG血症を呈し，反復性腹直筋内出血を来たした Splenic 

marginal zone lymphoma（SMZL）

 （独立行政法人国立病院機構東京医療センター）

  ○谷　口　智　香，　工　藤　昌　尚，　上　野　博　則，

  　朴　　　載　源，　矢　野　尊　啓

  4　全身性硬化症（SSc）患者に発症した縦隔（胸腺）大細胞型 B細胞性リンパ腫

 （獨協医科大学　内科学（血液））

  ○新　井　ほのか，　新　井　幸　宏，　田　所　治　朗，

  　仲　村　祐　子，　礒　　　桐　子，　三　谷　絹　子

  5　多臓器不全を来たした救命しえた Intravascular lymphomaの 1例

 （山梨大学医学部附属病院　血液内科）

  ○和　田　啓　一，　三　森　　　徹，　中　嶌　　　圭，

  　永　嶋　貴　博，　國　玉　眞　江，　桐　戸　敬　太，

  　小　松　則　夫



■ 10：25～ 11：15　 座長：新 津 　 望（埼玉医科大学国際医療センター）

  6　早期に治療抵抗性を示した ALK陽性 CD56陰性成人未分化大細胞型リンパ腫の一例

 （聖路加国際病院） ○山　口　典　宏，　岡　田　　　定

  7　a /b型肝脾 T細胞リンパ腫（HSTL）の一例

 （慶應義塾大学医学部　血液内科）

  ○大　山　貴　子，　相　佐　好　伸，　森　　　毅　彦，

  　淡　谷　典　之，　石　澤　　　丈，　加　藤　　　淳，

  　池　田　康　夫，　岡　本　真一郎

  8　ホジキンリンパ腫発症後出現した peripheral T cell lymphoma unspecified

 （筑波大学　血液内科） ○榎　並　輝　和，　田　岡　謙　一，　鎌　田　勇　平，

  　横　山　泰　久，　錦　井　秀　和，　大　越　　　靖，

  　鈴　川　和　己，　長谷川　雄　一，　小　島　　　寛，

  　千　葉　　　滋

  9　 成人 T細胞白血病リンパ腫とホジキンリンパ腫の合併と考えられ，特異な臨床経

過を辿った 1症例

 （東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科）

  ○菊　池　　　正，　大　野　伸　広，　瀧　田　盛　仁，

  　湯　地　晃一郎，　内　丸　　　薫，　東　條　有　伸

 （東京大学医科学研究所附属病院　検査部病理）

  　小柳津　直　樹

 （東北大学医学部　血液病理学）

  　一　迫　　　玲

10　Rituximabによる Salvage療法が有効であった Hodgkin病の再発例

 （青梅市立総合病院　血液内科）

  ○中　内　祐　介，　粂　川　華　恵，　村　田　諭　孝，

  　久　保　文　人，　熊　谷　隆　志

 （青梅市立総合病院　病理科） 　伊　藤　栄　作



■ 11：15～ 12：05　 座長：高 山 信 之（杏林大学医学部）

11　 肺のびまん性小結節影で発症し，急激な経過で死亡した lymphomatoid 

granulomatosisの 1例

 （杏林大学医学部　第二内科） ○三　輪　陽　介，　高　山　信　之，　佐　藤　範　英，

  　横　山　明　弘，　鈴　木　　　亮，　甫　守　正　史，

  　吉　野　秀　朗

 （杏林大学医学部　病理） 　井野辺　　　恵，　藤　野　　　節

12　悪性リンパ腫との鑑別が困難であった脾臓原発血管肉腫の一例

 （横浜市立市民病院　血液腫瘍内科）

  ○鈴　木　一　史，　久次米　吏　江，　仲　里　朝　周，

  　柿　本　綱　之

 （横浜市立市民病院　病理部） 　吉　田　幸　子

13　巨大脾腫と DICを呈した angio sarcomaの一例

 （北里大学病院　血液内科） ○鎌　田　真理子，　大　坂　　　学，　東　原　正　明

14　 胃癌術後に血栓性血小板減少性紫斑病を発症し FFP投与単独による治療が奏功し

た一例

 （都立駒込病院） ○森　　　甚　一，　小　林　　　武，　野　口　瑛　美，

  　永　田　安　伸，　山　下　卓　也，　大　橋　一　輝，

  　秋　山　秀　樹，　坂　巻　　　壽

15　著明な血小板減少と脾腫を呈した Littoral cell angioma

 （順天堂医院　血液内科） ○簾　藤　紘　子，　今　井　英　則，　佐　藤　恵理子，

  　安　藤　　　純，　杉　本　耕　一

■ 12：05～ 13：20　 昼　食

■ 13：20～ 14：00　 講演：田丸　淳一（埼玉医科大学総合医療センター　病理部）

  　「病理医からみた Hodgkinリンパ腫」

  　司会：森 　 茂 久（埼玉医科大学総合医療センター）



■ 14：00～ 14：50　 座長：得 平 道 英（埼玉医科大学総合医療センター）

16　 大腸憩室症に合併し，IgM型M蛋白血症を伴った S状結腸 plasma cell 

granulomaの 1例

 （埼玉医科大学病院　血液内科）

  ○中　村　裕　一，　島　田　恒　幸，　須賀原　裕　一，

  　伊　藤　善　啓，　別　所　正　美

 （埼玉医科大学　病理学） 　茅　野　秀　一

17　 経口フルダラビンにて自己免疫性溶血性貧血を合併した原発性マクログロブリン血

症の一例

 （公立藤岡総合病院　内科） ○越　　　浩　美，　清　水　啓　明，　入　澤　寛　之，

  　神　保　貴　宏

18　肝門部髄外腫瘤で再発し超音波内視鏡下針生検で診断しえた多発性骨髄腫

 （千葉県がんセンター　腫瘍・血液内科）

  ○大　山　奈　海，　伊　勢　美樹子，　三　村　尚　也，

  　辻　村　秀　樹，　酒　井　　　力，　熊　谷　匡　也

19　急激なアミラーゼ産生を伴った BJP-k型多発性骨髄腫

 （日本赤十字社医療センター　血液内科，化学療法科）

  ○中　川　靖　章，　阿　部　　　有，　林　　　さやか，

  　森　　　有　紀，　鈴　木　憲　史

 （日本赤十字社医療センター　病理部）

  　島　田　英　二，　武　村　民　子

20　心タンポナーデで再発した多発性骨髄腫の一症例

 （埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

  ○松　枝　秀　世，　根　本　朋　恵，　幅　　　雄一郎，

  　半　澤　京　子，　関　口　康　宣，　渡　部　玲　子，

  　得　平　道　英，　森　　　茂　久，　木　崎　昌　弘

 （埼玉医科大学総合医療センター　病理部）

  　百　瀬　修　二，　田　丸　淳　一，　糸　山　進　次



■ 14：50～ 15：20　 座長：新 井 文 子（東京医科歯科大学医学部附属病院）

21　顔面神経麻痺と意識障害の急速な進行を伴った慢性骨髄増殖性疾患急性転化の一例

 （自治医科大学　内科学講座血液学部門）

  ○上　原　英　輔，　佐　藤　一　也，　松　山　智　洋，

  　上　田　真　寿，　外　島　正　樹，　鈴　木　隆　浩，

  　尾　崎　勝　俊，　森　　　政　樹，　永　井　　　正，

  　室　井　一　男，　小　澤　敬　也

22　 イマチニブにより骨髄低形成となるも少量投与にて細胞遺伝学的寛解が得られた慢

性骨髄性白血病移行期の一例

 （横浜市立市民病院　血液腫瘍内科）

  ○仲　里　朝　周，　鈴　木　一　史，　柿　本　綱　之

23　 Imatinib不耐性かつ抵抗性で double Phと多倍体化異常を伴い進展し死亡した

p230発現慢性骨髄性白血病

 （東京医科歯科大学医学部附属病院　血液内科）

  ○押　川　　　学，　廣　田　理　子，　長　尾　俊　景，

  　大　木　　　学，　垣　花　和　彦，　黒　須　哲　也，

  　福　田　哲　也，　新　井　文　子，　三　木　　　徹，

  　東　田　修　二，　小　山　高　敏，　村　上　直　己，

  　三　浦　　　修

■ 15：20～ 16：10　 座長：臼 杵 憲 祐（NTT東日本関東病院）

24　皮膚生検で接合菌感染症と診断した骨髄異形成症候群の一剖検例

 （NTT東日本関東病院） ○木　田　理　子，　伊　藤　　　歩，　遠　藤　　　大，

  　仲宗根　秀　樹，　伊豆津　宏　二，　浦　部　晶　夫，

  　臼　杵　憲　祐

25　HAART療法中に発症した Klinefelter症候群合併 MDS overt Leukemia

 （独立行政法人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



26　CD5陽性の B細胞性急性リンパ性白血病の一例

 （東京女子医科大学　血液内科）

  ○近　藤　年　昭，　寺　村　正　尚，　石　山　みどり，

  　風　間　啓　至，　安　並　　　毅，　岡　村　隆　光，

  　吉　永　健太郎，　志　関　雅　幸，　森　　　直　樹，

  　泉　二　登志子

27　47,XYY症候群に発症した急性前骨髄性白血病の一例

 （群馬大学大学院医学系研究科　生体統御内科学）

  ○高　橋　　　源，　斉　藤　貴　之，　本　城　裕　章，

  　大　崎　洋　平，　横　濱　章　彦，　塚　本　憲　史，

  　野　島　美　久

 （群馬大学医学部付属病院　輸血部）

  　半　田　　　寛，　村　上　博　和

 （群馬大学医学部　保健学科） 　関　上　智　美，　唐　沢　正　光

28　両側乳房腫瘤で再発した t（8；21）急性骨髄性白血病

 （埼玉医科大学国際医療センター　造血器腫瘍科）

  ○田　嶋　沙　織，　石　川　真　穂，　矢ヶ崎　史　治，

  　岡　村　大　輔，　前　田　智　也，　川　井　信　孝，

  　松　田　　　晃，　陣　内　逸　郎，　別　所　正　美

 （小川赤十字病院　血液内科）

  　伊　東　克　郎

■ 16：10～ 16：50　 座長：南 谷 泰 仁（東京大学医学部附属病院）

29　同種骨髄移植約 2年後の B型肝炎ウィルス（HBV）の reverse seroconversion

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

  ○佐　藤　美　樹，　大　島　久　美，　寺　迫　桐　子，

  　奥　田　慎　也，　賀　古　真　一，　樋　口　敬　和，

  　西　田　淳　二，　神　田　善　伸



30　骨髄異形成症候群に対する同種骨髄移植後に急性好酸球性肺炎を生じた 1例

 （東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科）

  ○寺　田　美　奈，　吉　見　真　弓，　南　谷　泰　仁，

  　山　本　　　豪，　市　川　　　幹，　渡　辺　卓　郎，

  　浅　井　隆　司，　半下石　　　明，　高　橋　強　志，

  　今　井　陽　一，　黒　川　峰　夫

 （東京大学医学部附属病院　無菌治療部）

  　熊　野　恵　城，　千　葉　　　滋

31　 Arsenic Trioxide（AS2O3）による再寛解導入終了 8週後に同胞間骨髄移植を施

行した再発急性前骨髄球性白血病（APL）の一例

 （日本医科大学　血液内科） ○近　藤　麻　加，　水　木　太　郎，　岡　部　雅　弘，

  　中　山　一　隆，　山　口　博　樹，　中　村　恭　子，

  　田　近　賢　二，　檀　　　和　夫

32　骨髄非破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植で長期生存した転移性腎癌

 （東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科）

  ○横　山　洋　紀，　斎　藤　　　健，　矢　野　真　吾，

  　小　林　達之助，　南　　　次　郎，　笠　間　絹　代，

  　高　原　　　忍，　杉　山　勝　紀，　小笠原　洋　治，

  　矢　萩　裕　一，　土　橋　史　明，　浅　井　　　治，

  　薄　井　紀　子，　相　羽　惠　介

■ 16：50～ 16：55　 閉会挨拶


