
日本血液学会
第 1 6 3 回例会プログラム

例 会 長 東京大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学　黒川　峰夫
期　　日 平成 21年 7月 11日（土）9：00～ 17：00
会　　場 東京大学医学部附属病院 入院棟 A 15階 大会議室

★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/

会 場 ご 案 内 図



■ 9:00～ 9:05　 開 会 挨 拶（例会長）

■ 9:05～ 9:55　 座長：萩原將太郎（国立国際医療センター戸山病院　血液内科）

1　 急性骨髄性白血病に対する化学療法後の好中球減少症において

MRSA肝脾膿瘍を合併した 1例

 （石巻赤十字病院　内科） ○竹　澤　祐　介，　関　　　正　則，　高　川　真　徳

2　 R-CHOPにて完全寛解となった 2ヵ月後に化膿性脊椎炎を合併，

再発との鑑別に難渋した DLBCL

 （青梅市立総合病院　血液内科）

  ○中　村　洋　祐，　梅　澤　佳　央，　粂　川　華　恵，

  　高　橋　萌　木，　熊　谷　隆　志

3　 同種臍帯血移植後の消化管 GVHDに肺炎を合併し，Galactomannan抗原が

著明な高値を示した 1例

 （虎の門病院　血液内科） ○梶　　　大　介，　石　綿　一　哉，　辻　　　正　徳，

  　山　本　久　史，　吉　見　真　弓，　松　野　直　史，

  　森　　　有　紀，　内　田　直　之，　増　岡　和　宏，

  　和　気　　　敦，　谷　口　修　一

 （虎の門病院　臨床感染症部） 　荒　岡　秀　樹，　米　山　彰　子

 （虎の門病院　輸血部） 　牧　野　茂　義

4　 意識障害，胸部異常陰影を認めた慢性活動性 Epstein-Barrウイルス感染症

（CAEBV）の 1例

 （東京慈恵会医科大学付属第三病院　総合診療部）

  ○泉　　　祐　介，　土　橋　映　仁，　中　村　文　昭，

  　関　　　正　康，　山　田　高　広，　平　川　吾　郎，

  　平　本　　　淳

5　 リツキシマブ併用化学療法におけるラミブジン予防投与終了後に

HBV再活性化を来した B細胞リンパ腫の 3例

 （千葉県がんセンター　腫瘍・血液内科）

  ○清　水　太　郎，　三　村　尚　也，　辻　村　秀　樹，

  　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

■ 9:55～ 10:45　 座長：杉 本 耕 一（順天堂大学医学部　血液内科）

6　precursor NK cell leukemia/lymphomaと思われる 1例

 （長岡赤十字病院  血液内科） ○山　脇　　　芳，　佐　藤　直　子，　藤　原　正　博，

  　小　池　　　正

7　鼻領域外に発生した extranodal NK/T-cell lymphoma，nasal typeの 1症例

 （国立病院機構　水戸医療センター）

  ○桂　　　行　孝，　太　田　育　代，　吉　田　近　思，

  　大　谷　明　夫，　米　野　琢　哉

8　譫妄状態で緩和ケア病棟に入院した AIVLの 1例

 （聖路加国際病院　血液内科） ○渋　江　公　尊，　岡　田　　　定

9　急速な白質脳症で死亡となった中枢神経原発悪性リンパ腫

 （獨協医科大学　内科学（血液））

  ○田　所　治　朗，　和　泉　宏　昌，　鴇　田　勝　哉，

  　高　橋　　　渉，　礒　　　桐　子，　新　井　ほのか，

  　鶴　見　茂　治，　半　田　智　幸，　仲　村　祐　子，

  　佐 々 木　　光，　牧　　　和　宏，　山　形　哲　也，

  　三　谷　絹　子

10　下肢麻痺で発症した脊髄原発びまん性大細胞 B細胞リンパ腫の 1例

 （NTT東日本関東病院　血液内科）

  ○伊　藤　　　歩，　伊豆津　宏　二，　青　木　智　広，

  　坂　本　佳　奈，　木　田　理　子，　臼　杵　憲　祐

■ 10:45～ 11:35　 座長：牧　和宏（獨協医科大学　内科学（血液））

11　HIV/AIDSに合併した急性骨髄性白血病の 2例

 （国立国際医療センター戸山病院　血液内科）

  ○後　藤　裕　樹，　北　原　英　晃，　塚　本　彩　人，

  　木　村　悠　子，　美　山　貴　彦，　玉　井　洋太郎，



  　平　井　理　泉，　谷　村　　　聡，　竹　下　昌　孝，

  　萩　原　將太郎，　三　輪　哲　義

 （国立国際医療センター戸山病院　エイズ治療・研究開発センター）

  　岡　　　慎　一

12　 MRIにて PRES（posterior reversible encephalopathy syndrome）の

像を呈した CML-BC中枢神経浸潤症例

 （東京大学医科学研究所付属病院　血液腫瘍内科）

  ○磯　部　優　理，　大　野　伸　広，　川　俣　豊　隆，

  　津　田　真由子，　小　林　誠一郎，　湯　地　晃一郎，

  　内　丸　　　薫，　東　條　有　伸

13　 再発急性前骨髄性白血病に対する亜ヒ酸による治療中に心嚢水・胸水貯留を

生じた 1例

 （東京大学医学部　血液・腫瘍内科）

  ○井　山　千　草，　植　田　航　希，　南　谷　泰　仁，

  　市　川　　　幹，　熊　野　恵　城，　半 下 石　　明，

  　高　橋　強　志，　今　井　陽　一，　黒　川　峰　夫

14　G群溶連菌による劇症型溶連菌感染症で発症した APL

 （長野赤十字病院　血液内科） ○大　島　壮　生，　市　川　直　明，　那　須　健太郎，

  　清　水　郁　夫，　植　木　俊　充，　住　　　昌　彦，

  　上　野　真由美，　小　林　　　光

15　 ubenimex単独投与が一時的に病勢をコントロールしえたと思われる

難治再発 AMLの 1例

 （日本大学医学部　血液膠原病内科）

  ○竹　内　　　仁，　栗　田　大　輔，北　條　敦　子，

  　八　木　真　衣

 （日本大学医学部　循環器内科）  小　平　陽東美

 （大宮医師会市民病院　内科） 　北　見　　　翼

■ 11:35～ 12:30　 昼　食



■ 12:30～ 13:30　 座長：今 井 陽 一（東京大学医学部　血液・腫瘍内科）

16　ネララビン投与後，著明な肝障害を来した T細胞性リンパ芽球性リンパ腫

 （東京都立墨東病院） ○岡　本　翔　一，　濱　木　珠　恵，　大 和 田　　啓，

  　富　山　順　治，　蕨　　　雅　大

 （帝京大学　血液内科） 　秋　山　　　暢

17　 左前腕橈骨神経 neurolymphomatosis から皮下結節腫瘤として再発を繰り返す

DLBCLの 1例

 （同愛記念病院　血液内科） ○守　屋　慶　一，　田 野 崎　　栄

 （日本医科大学　血液内科） 　玉　井　勇　人，　檀　　　和　夫

18　 治療経過中に心嚢水貯留と原因不明の末梢神経障害を認めた

Burkitt lymphomaの 1例

 （東京医科歯科大学医学部附属病院　血液内科）

  ○中　内　祐　介，　大　木　　　学，　佐々木　宏　治，

  　粂　川　華　恵，　村　田　諭　孝，　山　本　正　英，

  　黒　須　哲　也，　福　田　哲　也，　新　井　文　子，

  　東　田　修　二，　小　山　高　敏，　村　上　直　巳，

  　三　浦　　　修

 （東京医科歯科大学医学部附属病院　病理部）

  　広　岡　信　一

19　 脾腫，多発性皮下腫瘤にて発症し，形質細胞様樹状細胞腫瘍と確定診断された

1剖検例

 （群馬県立がんセンター　血液腫瘍科）

  ○五十嵐　忠　彦，　村　山　佳予子，　村　田　直　哉，

  　入　沢　寛　之

 （群馬県立がんセンター　病理部）

  　小　島　　　勝

20　 発症早期に胸腹水貯留，IL-6高値を示したMulticentric Castleman’s diseaseに

合併した濾胞性リンパ腫

 （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，　小　倉　美津妃，　阿　部　　　有，



  　鈴　木　憲　史

21　 眼窩MALTリンパ腫に対する放射線治療後に顕性化した Hairy Cell Leukemia 

Japanese variantの 1例

 （埼玉医科大学病院　血液内科）

  ○中　村　裕　一，　島　田　恒　幸，　脇　本　直　樹，

  　伊　藤　善　啓，　別　所　正　美

 （埼玉医科大学病院　中央病理診断部）

  　茅　野　秀　一

■ 13:30～ 14:20　 座長：和気　敦（虎の門病院　血液内科）

22　治療抵抗性全身性エリテマトーデス（SLE）に対する自家末梢血幹細胞移植

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

  ○和　田　英　則，　寺　迫　桐　子，　佐　藤　　　謙，

  　佐　藤　美　樹，　木　村　俊　一，　仲宗根　秀　樹，

  　奥　田　慎　也，　賀　古　真　一，　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　アレルギー・リウマチ科）

  　神　谷　百合香，　森　口　正　人，　寺　井　千　尋

23　 RIST施行後 GVHDの治療中に再燃した extranodal NK/T-cell lymphoma，

nasal type

 （順天堂大学　血液内科） ○築　根　　　豊，　浜　埜　康　晴，　八　幡　悠里子，

  　安　田　　　肇，　今　井　英　則，　安　藤　　　純，

  　磯　部　泰　司，　杉　本　耕　一

24　 同種末梢血幹細胞移植により緩解が得られた骨髄異形成症候群に合併した

ベーチェット病の 1例

 （自治医科大学附属病院　血液科 /無菌治療部）

  ○西　川　彰　則，　佐　藤　一　也，　上　澤　光　世，

  　藤　原　慎一郎，　上　田　真　寿，　松　山　智　洋，

  　鈴　木　隆　浩，　尾　崎　勝　俊，　森　　　政　樹，

  　永　井　　　正，　室　井　一　男，　小　澤　敬　也



25　臍帯血移植後早期に肺胞出血を呈したMaltophilia肺炎

 （虎の門病院　血液内科） ○川　田　真　宏，　森　　　有　紀，　石　綿　一　哉，

  　和　気　　　敦，　谷　口　修　一

 （虎の門病院　臨床感染症部） 　荒　岡　秀　樹，　米　山　彰　子

26　 ABO主副不適合骨髄移植後，早期に重篤な溶血とそれに続く重症 GVHDを発症

し，Passenger lymphocyte syndromeの関与が考えられたMDS overt 

Leukemiaの 1例

 （都立駒込病院　血液内科） ○棟　方　　　理，　小　林　　　武，　山　下　卓　也，

  　大　橋　一　輝，　秋　山　秀　樹，　坂　巻　　　壽

■ 14:20～ 15:10　 座長：中 川 靖 章（日本赤十字社医療センター　血液内科・化学療法科）

27　病的脊椎圧迫骨折を契機に診断された原発性アミロイドーシス

 （慶應義塾大学医学部　血液内科）

  ○三　上　洋　平，　清　水　隆　之，　山　根　明　子，

  　淡　谷　典　弘，　岡　本　真一郎

 （慶應義塾大学薬学部　病態生理学講座）

  　服　部　　　豊

28　巨大胸壁腫瘤を認めた IgD骨髄腫

 （東京女子医科大学八千代医療センター　血液・腫瘍内科）

  ○前　原　千　彩，　浅　野　千　尋，　増　田　道　彦

29　 Deferasirox投与後，血清 Fe，TIBCが高値を示した寒冷凝集素症合併原発性

マクログロブリン血症

 （昭和大学　血液内科） ○松　田　　　功，　有　泉　裕　嗣，　服　部　憲　路，

  　中　嶋　秀人詞，　前　田　　　崇，　柳　沢　孝　次，

  　齋　藤　文　護，　中　牧　　　剛，　友　安　　　茂

30　 IgM型温式自己抗体を伴い，再燃時に血小板減少，肝障害を合併し，

不幸の転帰をとった AIHAの 1例

 （長岡赤十字病院　内科） ○上　田　宗　胤，　佐　藤　直　子，　小　池　　　正

 （東京大学医科学研究所　血液腫瘍科）

  　塚　田　信　弘



 （新潟大学医学部第 1内科　血液学分野）

  　矢　野　敏　雄，　森　山　雅　人，　増　子　正　義

31　micafunginで溶血発作を来した骨髄異形成症候群（MDS RAEB-2）

 （東京医科大学　内科学第一講座）

  ○吉　澤　成一郎，　後　藤　守　孝，　北　原　俊　彦，

  　木　口　　　亨，　作　田　寿　理，　赤　羽　大　悟，

  　大屋敷　一　馬

 （東京医科大学　輸血部） 　須　永　和　代

■ 15:10～ 15:25　 休　憩

■ 15:25～ 16:05　 座長：宮 川 義 隆（慶應義塾大学医学部　血液内科）

32　著明な DICで発症した脾臓原発血管肉腫の 1例

 （筑波大学附属病院　血液内科）

  ○中　本　理　絵，　錦　井　秀　和，　榎　並　輝　和，

  　大　越　　　靖，　鈴　川　和　己，　長谷川　雄　一，

  　千　葉　　　滋

 （筑波大学附属病院　病理診断部）

  　野　口　雅　之

33　 出血傾向を伴った APLによる DICに対してトロンボモデュリン製剤が

有効であった 1症例

 （帝京大学　血液内科） ○白　崎　良　輔，　川　杉　和　夫，　岡　　　陽　子，

  　菅　尾　利　彦，　田　代　晴　子，　秋　山　　　暢，

  　白　藤　尚　毅

34　先天性第 XII因子欠乏症の 1例

 （北里大学医学部　血液内科学）

  ○飯　島　　　綾，　石　田　　　隆，　青　木　卓　巳，

  　木　村　裕　和，　片　山　卓　爾，　石　井　隆　司，

  　宮　崎　浩　二，　檀　原　幹　生，　東　原　正　明

 （藤枝市立総合病院　内科） 　毛　利　　　博



35　Rituximab＋ Vincristineが有効であった難治性慢性 ITPの 1例

 （虎の門病院　血液内科） ○田　矢　祐　規，　松　野　直　史，　辻　　　正　徳，

  　石　綿　一　哉，　吉　見　真　弓，　山　本　久　史，

  　森　　　有　紀，　内　田　直　之，　増　岡　和　宏，

  　和　気　　　敦，　谷　口　修　一

 （虎の門病院　輸血部） 　牧　野　茂　義

 （虎の門病院　臨床感染症部） 　米　山　彰　子

■ 16:05～ 16:55　 座長：秋山　暢（帝京大学　血液内科）

36　再発性多発軟骨炎を合併した骨髄異形成症候群；自験 2例と文献的考察

 （国立病院機構　東京医療センター）

  ○工　藤　昌　尚，　上　野　博　則，　朴　　　載　源，

  　矢　野　尊　啓

37　多発性骨髄腫治療中に慢性骨髄単球性白血病（CMML）を来した例

 （東京都健康長寿医療センター　血液内科）

  ○中　江　吉　希，　小　島　理　絵，　山　下　美　華，

  　高　橋　　　聡，　河　手　絵理子，　森　岡　健　彦，

  　筬　島　裕　子，　大　田　雅　嗣，　宮　腰　重三郎

38　中枢性尿崩症を合併した骨髄異形成症候群の 1例

 （東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科）

  ○合　地　美　奈，　高　原　　　忍，　土　橋　史　明，

  　矢　野　真　吾，　矢　萩　裕　一，　杉　山　勝　紀，

  　小笠原　洋　治，　齋　藤　　　健，　大　川　　　豊，

  　笠　間　絹　代，　横　山　洋　紀，　小　林　達之助，

  　町　島　智　人，　相　羽　惠　介

39　 臍帯血移植後にレシピエント由来の骨髄異形成症候群に移行した

Ph陽性急性骨髄性白血病

 （日本医科大学　血液内科） ○浜　田　泰　子，　近　藤　麻　加，　山　口　博　樹，

  　田　村　秀　人，　中　村　恭　子，　田　近　賢　二，

  　檀　　　和　夫



40　好酸球増加症の 3例

 （国立病院機構災害医療センター　血液内科）

  ○能　登　　　俊，　永　田　明　久，　竹　迫　直　樹

■ 16:55～ 17:00　 閉 会 挨 拶


