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日本血液学会
第 1 6 2 回例会プログラム

例 会 長　筑波大学附属病院　血液内科　千葉　滋

期　　日　平成 21年 2月 21日（土）9：30～16：25
会　　場　つくば国際会議場　小会議室（茨城県つくば市）

★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下さい。
　3） 演者は，共同演者を含め全員，日本血液学会会員に限ります。
（研修医は除きます。）

（入会手続きは学会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上の「例会パソコン発表要項」をご覧下さい。

　不明な点は，学会事務局までお問い合わせ下さい。

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/
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■ 9：30～ 9：35　 開 会 挨 拶（例会長）

■ 9：35～ 10：25　 座長：米 野 琢 哉（独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　血液内科）

  1　 EBウイルス再活性化に伴う B及び NKリンパ増殖性疾患をきたした血管免疫芽球

性 T細胞リンパ腫

 （順天堂大学　血液内科） ○増　田　安　土，　磯　部　泰　司，　安　田　　　肇，

  　浜　埜　康　晴，　杉　本　耕　一

  2　 長期間緩慢な経過をたどった ALK陰性未分化大細胞性リンパ腫（ALCL）の

一剖検例

 （千葉県がんセンター　腫瘍血液内科）

  ○塩　田　恵　理，　辻　村　秀　樹，　三　村　尚　也，

  　伊　勢　美樹子，　酒　井　　　力，　熊　谷　匡　也

 （君津中央病院　血液腫瘍内科）

  　高　木　敏　之

  3　 急激に呼吸不全を来した ALK陽性 Anaplastic Large Cell Lymphoma（ALCL）

の一例

 （松戸市立病院　血液内科） ○岡　田　　　広，　柏　村　　　眞

  4　Rituximabが有効であった骨髄線維化を伴った骨髄原発 B細胞性リンパ腫の一例

 （獨協医科大学　内科学（血液））

  ○佐 々 木　　光，　礒　　　桐　子，　新　井　ほのか，

  　半　田　智　幸，　仲　村　祐　子，　青　柳　有　名，

  　牧　　　和　宏，　三　谷　絹　子

  5　慢性リンパ性白血病の経過中にリウマチ性多発筋痛症を呈した一例

 （（株）日立製作所　日立総合病院　血液内科）

  ○小　林　　　央，　門　馬　由梨子，工　藤　大　輔，

  　千　勝　紀　生，　品　川　篤　司
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■ 10：25～ 11：15　 座長：牧　和宏（獨協医科大学　内科学（血液））

  6　HAART併用下で hyperCVAD療法が著効した AIDs関連 Burkittリンパ腫の一例

 （横浜市立市民病院　血液腫瘍内科）

  ○鈴　木　一　史，　仲　里　朝　周，　眞　田　幸　尚，

  　三　原　　　愛，　柿　本　綱　之

  7　 悪性リンパ腫に対する R-CHOP療法後に

reversible posterior leukoencephalopathy syndromeを発症した 1例

 （東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科）

  ○藤　岡　洋　成，　細　井　雅　孝，　山　本　　　豪，

  　浅　野　大　樹，　南　谷　泰　仁，　神田橋　宏　治，

  　瀬　尾　幸　子，　市　川　　　幹，　熊　野　恵　城，

  　半 下 石　　明，　高　橋　強　志，　今　井　陽　一，

  　黒　川　峰　夫

  8　原発性胆汁性肝硬変（PBC）と同時に診断した肝原発MALT lymphomaの 2例

 （日本赤十字社医療センター　血液内科）

  ○中　川　靖　章，　阿　部　　　有，　林　　さ や か，

  　鈴　木　憲　史

  9　急性骨髄性白血病治療中に blastic NK-cell lymphomaを発症した一例

 （独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　血液内科）

  ○金　澤　　　潤，　吉　田　近　思，　太　田　育　代，

  　桂　　　行　孝，　米　野　琢　哉

 （独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　病理）

  　大　谷　明　夫

10　 大腿骨に原発し 4年間の寛解後に孤立性脳腫瘍として再発した

B-cell Lymphoblastic lymphoma（B-LBL）の一例

 （千葉県がんセンター　腫瘍血液内科）

  ○小　林　沙　織，　辻　村　秀　樹，　三　村　尚　也，

  　伊　勢　美樹子，　酒　井　　　力，　熊　谷　匡　也
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■ 11：15～ 12：05　 座長：半下石　明（東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科）

11　 Isolated（17）（q10）を伴う骨髄異形成症候群，骨髄異形成症候群／骨髄増殖性

疾患の 2例

 （東京医科大学病院　第一内科）

  ○岩　淵　多光子，　赤　羽　大　悟，　豊　武　寿　理，

  　田　内　哲　三，　木　村　之　彦，　大屋敷　一　馬

12　dicentric（17；20）（p11.2, q11.2）を伴った成人急性リンパ性白血病

 （日本医科大学　血液内科） ○近　藤　麻　加，　岡　部　雅　弘，　中　村　恭　子，

  　檀　　　和　夫

13　髄外腫瘤再発を繰り返した t（16；21）（p11；q21）を伴う AML

 （筑波大学附属病院　血液内科）

  ○渡　辺　大　介，　田　岡　謙　一，　鎌　田　勇　平，

  　榎　並　輝　和，　錦　井　秀　和，　横　山　泰　久，

  　大　越　　　靖，　鈴　川　和　己，　長谷川　雄　一，

  　千　葉　　　滋

14　 初診時に巨核芽球性白血病の像を呈した chronic myeloid leukemia（CML）

― imatinib投与後の巨核球動態の解析―

 （筑波記念病院　血液内科） ○佐　藤　祐　二

 （茨城県立こども病院　小児血液腫瘍科）

  　一　色　雄　裕，　小　松　恒　彦，　長　澤　俊　郎

15　急な経過をたどった慢性好酸球性白血病の一例

 （埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

  ○斉　藤　友理子，　根　本　朋　恵，　佐　川　森　彦，

  　幅　　　雄一郎，　関　口　康　宣，　半　澤　京　子，

  　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）

  　糸　山　進　次

■ 12：05～ 13：10　 昼　食
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■ 13：10～ 14：00　 座長：長谷川雄一（筑波大学附属病院　血液内科）

16　治療抵抗性濾胞性リンパ腫の経過中に AAアミロイドーシスを合併した症例

 （NTT東日本関東病院　血液内科）

  ○遠　藤　　　大，　伊豆津　宏　二，　伊　藤　　　歩，

  　木　田　理　子，　臼　杵　憲　祐

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液内科）

  　仲宗根　秀　樹

17　Bortezomib療法が奏功した難治性髄外性形質細胞腫の一例

 （千葉県がんセンター　腫瘍・血液内科）

  ○渡　邉　玲　子，　三　村　尚　也，　伊　勢　美樹子，

  　辻　村　秀　樹，　酒　井　　　力，　熊　谷　匡　也

18　後天性第Ⅹ因子欠乏を併発した Splenic Marginal Zone Lymphoma

 （帝京大学附属病院　内科） ○白　崎　良　輔，　岡　　　陽　子，　菅　尾　利　彦，

  　田　代　晴　子，　秋　山　　　暢，　川　杉　和　夫，

  　白　藤　尚　樹

19　マクログロブリン血症に合併した AAアミロイドーシスの一例

 （自治医科大学　内科学講座血液学部門）

  ○多々良　礼　音，　永　井　　　正，　小　林　洋　行，

  　吉　田　こず恵，　鈴　木　隆　浩，　尾　崎　勝　俊，

  　森　　　政　樹，　室　井　一　男，　小　澤　敬　也

20　 難治性の自己免疫性血小板減少症を伴ったリンパ形質細胞性リンパ腫／

Waldenstromマクログロブリン血症

 （東京女子医科大学病院　臨床研修センター）

  ○五十嵐　悠　一

 （東京女子医科大学病院　血液内科）

  　児　玉　聖　子，　近　藤　年　昭，　森　　　直　樹，

  　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，

  　寺　村　正　尚，　泉　二　登志子
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■ 14：00～ 14：40　 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　血液内科）

21　Acute biphenotypic leukemiaの 1例

 （国立病院機構災害医療センター　血液内科）

  ○永　田　明　久，　竹　迫　直　樹，　能　登　　　俊

 （国立病院機構災害医療センター　呼吸器科）

  　濱　元　陽一郎

22　当科におけるゲムツズマブオゾガマイシン（GO）投与再発 AML 9症例の臨床像

 （昭和大学　血液内科） ○有　泉　裕　嗣，　中　嶋　秀人詞，　服　部　憲　路，

  　前　田　　　崇，　安　達　大　輔，　柳　沢　孝　次，

  　齋　藤　文　護，　松　田　　　功，　中　牧　　　剛，

  　友　安　　　茂

23　HLA-DR陰性 non-M3AMLの自験例 9例

 （北里大学医学部　血液内科学）

  ○翁　　　祖　誠，　宮　崎　浩　二，　木　村　裕　和，

  　片　山　卓　爾，　石　井　隆　司，　大　坂　　　学，

  　鈴　木　裕　子，　檀　原　幹　生，　堀　江　良　一，

  　東　原　正　明

24　呼吸不全を合併したMDR1陽性治療抵抗性 pure erythroid leukemia

 （東京医科歯科大学医学部附属病院　血液内科）

  ○山　崎　衣見子，　新　井　文　子，　村　田　諭　孝，

  　中　内　祐　介，　若　林　志穂子，　大　木　　　学，

  　黒　須　哲　也，　福　田　哲　也，　東　田　修　二，

  　小　山　高　敏，　村　上　直　己，　三　浦　　　修

■ 14：40～ 15：30　 座長：金 子 久 美（自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

25　 ABVD療法後，4年以上寛解が持続している指状嵌入細胞肉腫（interdigitating 

dendritic cell sarcoma）の 1例

 （東京都立豊島病院　輸血科） ○谷　川　　　宗

 （東京都立豊島病院　耳鼻咽喉科）

  　志　和　成　紀
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 （東京都立豊島病院　放射線科）

  　伊　藤　佳　菜，　岡　田　洋　一

 （東京都立豊島病院　検査科） 　滝　本　雅　文，　鄭　　　子　文

 （昭和大学医学部　病理学） 　太　田　秀　一

26　CD10陽性悪性リンパ腫に合併した腫瘍随伴性天疱瘡（PNP）

 （独立行政法人国立病院機構東京医療センター　血液内科）

  ○後　藤　　　聡，　工　藤　昌　尚，　福　原　　　傑，

  　朴　　　載　源，　上　野　博　則，　矢　野　尊　啓

27　胃原発 diffuse large B-cell lymphomaに食道癌が合併した 1症例

 （同愛記念病院　血液内科） ○藤　田　宗　義，　守　屋　慶　一，　田野崎　　　栄

 （同愛記念病院　病理部） 　手　島　伸　一

 （日本医科大学　消化器内科） 　河　越　哲　郎

 （日本医科大学　血液内科） 　檀　　　和　夫

28　キャッスルマン病から非ホジキンリンパ腫への形質転換が疑われた一例

 （総合病院土浦協同病院　血液内科）

  ○清　水　誠　一，　安　藤　史　顕，　蘆　澤　正　弘，

  　鴨　下　昌　晴，　川　田　健　一

29　 急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法中にフルニエ壊疽を発症し，集学的治療に

より救命し得た一例

 （総合病院国保旭中央病院　血液内科）

  ○南　宮　　　湖，　小　泉　正　幸，　石　井　昭　広

■ 15：30～ 16：20　 座長：小 松 恒 彦（帝京大学ちば総合医療センター　内科（血液））

30　遺伝性貧血（鎌状赤血球症）における白血球増多の機序に関して

 （アメリカジョージア州立医科大学医学部　麻酔科）

  ○活　田　　　融

31　クームス陰性自己免疫性溶血性貧血の 2小児例

 （筑波大学附属病院　小児科） ○福　島　紘　子，　工　藤　寿　子，　林　　　立　申，

  　吉　見　　　愛，　岩　淵　　　敦，　高　橋　実　穂，

  　堀　米　仁　志，　榎　園　　　崇，　大　戸　達　之，
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  　福　島　　　敬，　須 磨 崎　　亮

 （自治医科大学　地域医療学センター）

  　亀　崎　豊　実，　小 山 田　　隆，　梶　井　英　治

32　非血縁者間同種骨髄移植後に類天疱瘡を発症した 1例

 （茨城県立こども病院　小児血液腫瘍科）

  ○加　藤　啓　輔，　佐　藤　未　織，　柳　瀬　健太郎，

  　櫻　井　彩　子，　小　林　千　恵，　小　池　和　俊

  　圡　田　昌　宏

 （水戸済生会総合病院　皮膚科）  飯　島　茂　子

33　臍帯血移植で救命し得た胸腺腫を合併した高齢者劇症型再生不良性貧血

 （長野赤十字病院　血液内科） ○那　須　健太郎，　住　　　昌　彦，　清　水　郁　夫，

  　大　槻　史　子，　植　木　俊　充，　上　野　真由美，

  　市　川　直　明，　小　林　　　光

34　 既存のアトピー様皮膚炎と原因不明角膜病変を伴う成人 T細胞性白血病／リンパ

腫に対する同種造血幹細胞移植

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

  ○宮　村　文　弥，　賀　古　真　一，　佐　藤　美　樹，

  　寺　迫　桐　子，　仲宗根　秀　樹，　奥　田　慎　也，

  　山　崎　理　絵，　大　島　久　美，　樋　口　敬　和，

  　西　田　淳　二，　神　田　善　伸

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　眼科）

  　山　上　博　子，　梯　　　彰　弘

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　皮膚科）

  　出　光　俊　郎

■ 16：20～ 16：25　 閉会挨拶
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