
日本血液学会
第 1 6 6 回例会プログラム

例 会 長 山梨大学医学部　血液・腫瘍内科　桐戸　敬太
期　　日 平成 23年 7月 2日（土）9：00～ 17：35
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） 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
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■ 9：00　 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）

  1　 重篤な DICを伴い，t（11,17）（p10;q10）を認めた急性前骨髄球性白血病（APL）

 （日本赤十字社医療センター　血液内科）

  ○関　　　康　史，中　川　靖　章，宮　崎　寛　至，

  　西　山　小百合，吉　識　由美子，阿　部　　　有，

  　日　下　さやか，関　根　理恵子，鈴　木　憲　史

  2　ロイナーゼ投与により劇症肝炎を合併した急性リンパ性白血病の 1例

 （順天堂大学医学部附属静岡病院　血液内科）

  ○筒　井　深　雪，小　池　道　明

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　血液内科）

  　小　松　則　夫

  3　 inv（16）型白血病第二寛解時期の造血幹細胞移植前後に繰り返し

CBFb-MYH11陽性細胞が皮膚浸潤した 1例

 （獨協医科大学内科学（血液・腫瘍））

  ○鴇　田　勝　哉，仲　村　祐　子，高　橋　　　渉，

  　礒　　　桐　子，鶴　見　茂　治，新　井　ほのか，

  　田　所　治　朗，半　田　智　幸，杉　田　英　子，

  　中　村　由　香，牧　　　和　宏，佐 々 木　　光，

  　三　谷　絹　子

  4　病初期に骨粗鬆症に伴う腰椎圧迫骨折を合併した急性リンパ性白血病の成人例

 （栃木県立がんセンター　血液内科）

  ○和　泉　　　透，菊　池　裕　二，田　中　　　勝，

  　阿久津　美百生，加　納　康　彦

 （栃木県立がんセンター　骨軟部腫瘍科）

  　竹　内　克　仁

  5　ATRA＋ FLCZ併用で高 Ca血症を発症した APLの 1例

 （群馬大学医学部附属病院　血液内科）

  ○三　原　正　大，星　野　匠　臣
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 （済生会前橋病院） 　初　見　菜穂子，小　屋　紘　子，杠　　　明　憲，

  　清　水　啓　明，高　田　　　覚，佐　倉　　　徹

■ 9：55～ 10：45　  座長：三 森 　 徹（山梨大学医学部）

  6　急激な転帰をとった劇症型 EBV関連 CD8陽性 T細胞性リンパ増殖性疾患の 1例

 （国立国際医療研究センター　血液内科）

  ○木　村　悠　子，佐　藤　淳　至，高　野　淳一朗，

  　北　原　英　晃，塚　本　彩　人，平　井　理　泉，

  　谷　村　　　聡，中　村　美　紀，竹　下　昌　孝，

  　萩　原　將太郎，三　輪　哲　義

 （国立国際医療研究センター　腎臓内科）

  　加　藤　麻　美

  7　 リツキシマブが奏功した慢性リンパ性白血病合併・副腎皮質ステロイド抵抗性

自己免疫性溶血性貧血

 （東京医科大学　血液内科）

  ○吉　澤　成一郎，伊　藤　良　和，藤　本　博　昭，

  　後　藤　守　孝，田　内　哲　三，木　村　之　彦，

  　大屋敷　一　馬

  8　Fludarabine, rituximab併用療法により Coombs陰性 AIHAを来した CLL

 （群馬大学医学部　生体統御内科）

  ○神　尾　　　直，林　　　俊　誠，斉　藤　明　生，

  　星　野　匠　臣，三　井　健　揮，内　海　英　貴，

  　半　田　　　寛，野　島　美　久

 （群馬大学医学部付属病院　輸血部）

  　横　濱　章　彦

 （群馬大学医学部付属病院　腫瘍センター）

  　小　磯　博　美，斉　藤　貴　之，塚　本　憲　史

 （自治医科大学　地域医療支援部門）

  　亀　崎　豊　実
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  9　低用量 VP-16治療中に AMLを発症した慢性型 ATL症例

 （東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科）

  ○島　田　直　樹，大　野　伸　広，塚　田　端　夫，

  　大　本　晃　弘，湯　地　晃一郎，小　林　誠一郎，

  　内　丸　　　薫，東　條　有　伸

10　 IgG型M蛋白を分泌，骨髄腫様病態を呈し VAD＋ Rituximab投与により

寛解に至った B-CLLの 1例

 （順天堂大学医学部附属練馬病院　血液内科）

  ○平　野　隆　雄，有　高　奈々絵，中　村　紘　子，

  　市　川　訓　基

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　血液内科）

  　佐　藤　恵理子，稲　垣　直　子，　磯　部　泰　司，

  　小　松　則　夫

 （エイザイボストン研究所　顧問）

  　押　味　和　夫

■ 10：45～ 11：35　  座長：和 泉 　 透（栃木県立がんセンター）

11　胃MALTリンパ腫を合併した多発性骨髄腫の 1症例

 （東京都立墨東病院　血液内科）

  ○嶋　村　昌之介，大和田　　　啓，奥　津　美　夏，

  　判　田　直　子，濱　木　珠　恵，富　山　順　治

12　 Bortezomibと azole系抗真菌薬との併用後早期に発症した

麻痺性腸閉塞の多発性骨髄腫 2症例

 （慶應義塾大学医学部　血液内科）

  ○甲　田　祐　也，森　　　毅　彦，清　水　隆　之，

  　加　藤　　　淳，山　根　明　子，定　平　　　健，

  　塚　田　唯　子，横　山　健　次，岡　本　真一郎

 （慶應義塾大学薬学部） 　服　部　　　豊

第166回例会プログラム_責了.indd   4第166回例会プログラム_責了.indd   4 11/05/25   13:5211/05/25   13:52



13　 初発時より染色体 18q21と 8q24の二重転座を認めた

原発性マクログロブリン血症（WM）

 （国立病院機構東京医療センター　血液内科）

  ○相　馬　俊　介，大　橋　晃　太，籠　尾　壽　哉，

  　細　田　　　亮，工　藤　昌　尚，横　山　明　弘，

  　上　野　博　則，朴　　　載　源，矢　野　尊　啓

 （国立病院機構東京医療センター　臨床検査科病理）

  　関　　　敦　子，村　田　有　也，白　石　淳　一，

  　前　島　新　史，倉　持　　　茂

14　多発性髄外腫瘤合併の再発多発性骨髄腫に lenalidomideが奏功した症例

 （長崎県島原病院　血液内科） ○小　川　大　輔

 （長崎大学病院　血液内科） 　波　多　智　子，宮　﨑　泰　司

 （久留米大学　病理学） 　大　島　孝　一

15　骨髄腫を合併した Autoimmune lymphoproliferative syndrome（ALPS）

 （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

 （独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター　病理診断科）

  　大　谷　明　夫

■ 11：35～ 12：35　 昼食

■ 12：35～ 13：25　 座長：宮 川 義 隆（慶応義塾大学医学部）

16　若年女性の貧血頻度の検討

 （日本赤十字広島看護大学） ○宇　野　久　光

17　ATG療法後に EBV関連リンパ増殖性疾患を発症した再生不良性貧血の 1例

 （帝京大学医学部附属病院　内科）

  ○白　崎　良　輔，田　代　晴　子，山　本　　　義，

  　岡　　　陽　子，秋　山　　　暢，川　杉　和　夫，

  　白　藤　尚　毅
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18　mixing testで凝固因子欠乏パターンを示した後天性第 V因子インヒビター症例

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科）

  ○蘆　澤　正　弘，木　村　俊　一，峯　岸　健太郎，

  　和　田　英　則，坂　本　佳　奈，佐　藤　美　樹，

  　寺　迫　桐　子，菊　地　美　里，仲宗根　秀　樹，

  　奥　田　慎　也，賀　古　真　一，山　崎　理　恵，

  　大　島　久　美，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　放射線科）

  　松　浦　克　彦

 （自治医科大学　分子病態研究部）

  　大　森　　　司，窓　岩　清　治，三　室　　　淳，

  　坂　田　洋　一

 （自治医科大学附属さいたま医療センター　腎臓科）

  　田 部 井　　薫

19　HIV関連血栓性血小板減少性紫斑病（HIV-TTP）

 （自治医科大学　内科学講座血液学部門）

  ○笹　崎　美　幸，翁　　　家　国，細　沼　里　江，

  　小　林　洋　行，松　山　智　洋，大　嶺　　　謙，

  　鈴　木　隆　浩，尾　崎　勝　俊，永　井　　　正，

  　室　井　一　男，小　澤　敬　也

 （自治医科大学分子病態研究センター　分子病態研究部）

  　坂　田　洋　一

20　自己免疫性表皮水疱症に合併した後天性血友病 Aの 1例

 （北里大学医学部　血液内科学）

  ○會　田　　　梓，蒔　田　真　一，宮　崎　浩　二，

  　田　寺　範　行，花　崎　俊　輔，秋　山　啓　輔，

  　西　岡　和　昭，成　井　明　華，石　田　　　隆，

  　鎌　田　浩　稔，木　村　裕　和，青　木　卓　巳，

  　片　山　卓　爾，栂　野　富　輝，檀　原　幹　生，

  　堀　江　良　一，東　原　正　明
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■ 13：25～ 14：15　 座長：磯 部 泰 司（順天堂大学医学部）

21　Sweet症候群と Behçet病を合併した骨髄異形成症候群（RAEB-1）

 （日本医科大学　血液内科） ○了徳寺　　　剛，脇　田　知　志，岡　本　宗　雄，

  　竹　内　純　子，中　村　恭　子，檀　　　和　夫

22　レナリドマイド投与後に亜急性甲状腺炎を発症した 5q－症候群の 1例

 （山梨大学医学部　血液・腫瘍内科）

  ○菖　蒲　侑　希，三　森　　　徹，山　本　健　夫，

  　濱　中　聡　至，野　崎　由　美，中　嶌　　　圭，

  　桐　戸　敬　太

23　 Mixed phenotype blast crisisで発症してダサチニブが著効した

p190BCR-ABL慢性骨髄性白血病

 （武蔵野赤十字病院　血液腫瘍内科）

  ○服　部　圭一郎，高　野　弥　奈，大　木　　　学，

  　加　藤　　　淳

24　 Nilotinib投与後腫瘍崩壊症候群による腎障害が発生した

多発性嚢胞腎合併慢性骨髄性白血病の 1例

 （永寿総合病院　血液内科） ○華　　　　　見，井　上　盛　浩，井　脇　康　宣，

  　萩　原　政　夫

25　AIHA，橋本病を伴いリツキシマブ投与で改善された自己免疫性骨髄線維症の 1例

 （同愛記念病院　血液内科）

  ○武　田　龍太郎，柳　谷　昌　弘，近　藤　麻　加，

  　水　木　太　郎，田 野 崎　　栄

■ 14：15～ 14：30　 休憩

■ 14：30～ 15：20　 座長：照 井 康 仁（癌研有明病院）

26　Bendamustine投与後赤芽球癆が遷延したMantle cell lymphomaの 1例

 （関東労災病院　血液内科） ○中　﨑　奈都子，佐　原　直　日，松　永　貴　志，

  　入　江　誠　治
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 （関東労災病院　腫瘍内科） 　藤　井　知　紀

27　当院における骨原発悪性リンパ腫 5例の臨床病理学的検討

 （関東労災病院　血液内科） ○藤　井　知　紀，佐　原　直　日，中　﨑　奈都子，

  　松　永　貴　志，入　江　誠　治

28　 濾胞性リンパ腫とびまん性大細胞性 B細胞リンパ腫の

composite lymphoma疑い例

 （順天堂大学医学部附属浦安病院　血液内科）

  ○村　田　　　梓，関　口　康　宣，杉　元　啓　二，

  　今　井　英　則，若　林　　　睦，島　田　麻　美，

  　飯　塚　弘　子，白　根　修　一，竹　内　祥　子，

  　朝比奈　泰　斗，鈴　木　健　司，廣　津　貴　夫，

  　清　水　めぐみ，野　口　雅　章

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　血液内科）

  　小　松　則　夫

29　 C-myc遺伝子転座を含む複雑な染色体異常が出現し

急性リンパ性白血病へ形質転換した濾胞性リンパ腫

 （青梅市立総合病院　血液内科）

  ○廣　瀬　千　紘，秋　山　弘　樹，中　村　洋　祐，

  　熊　谷　隆　志

30　 悪性リンパ腫治療後 PETで新規集積を認めサルコイドーシスとの鑑別を要した

1例

 （山梨県立中央病院　内科） ○飯　塚　千　文

 （山梨県立中央病院　化学療法科）

  　飯　野　昌　樹

■ 15：20～ 16：00　 座長：飯 野 昌 樹（山梨県立中央病院）

31　 難治性 primary mediastinal large B-cell lymphoma（PMBL）に対して

自己末梢血幹細胞移植を施行した 1例

 （総合病院土浦協同病院　血液内科）

  ○清　水　誠　一，町　野　孝　幸，鴨　下　昌　晴
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32　診断時に腎不全，高カルシウム血症を呈したリンパ形質細胞性リンパ腫の 1例

 （聖路加国際病院　血液内科）

  ○小山田　亮　祐，山　口　典　宏，樋　口　敬　和，

  　岡　田　　　定

33　腹水のみに病変を認めた Burkitt Lymphomaの 2例

 （NTT東日本関東病院　血液内科）

  ○森　岡　健　彦，半 下 石　　明，高　岡　賢　輔，

  　伊　藤　　　歩，木　田　理　子，臼　杵　憲　祐

34　膀胱原発びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）の 1例

 （社会福祉法人　三井記念病院　血液内科）

  ○高　橋　卓　人，吉　見　真　弓，高　橋　強　志

■ 16：00～ 16：40　 座長：大 嶺 　 謙（自治医科大学医学部）

35　 発症から 8年経過し再発後の治療が奏功している T細胞性中枢神経原発

リンパ腫の症例

 （筑波大学臨床医学系　血液内科）

  ○真　家　紘一郎，鈴　川　和　己，坂　本　竜　弘，

  　福　田　匡　芳，日 下 部　　学，鈴　木　幸　恵，

  　栗　田　尚　樹，錦　井　秀　和，横　山　泰　久，

  　小　原　　　直，大　越　　　靖，長谷川　雄　一，

  　千　葉　　　滋

36　 高度の骨髄浸潤を伴い発症し，腸症型 Tリンパ腫・type IIと考えられた

CD8＋ CD56＋リンパ腫の 1例

 （埼玉医科大学病院　血液内科）

  ○中　村　裕　一，高　杉　綾　香，伊　藤　善　啓，

  　脇　本　直　樹，島　田　恒　幸，内　田　優美子，

  　森　　　茂　久，別　所　正　美

 （埼玉医科大学病院　中央病理診断部）

  　茅　野　秀　一
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37　皮膚，髄膜浸潤を伴い，緩徐な経過の後急速な悪化を来した T-PLLの 1例

 （東京医科歯科大学医学部　血液内科）

  ○石　田　信　也，秋　山　めぐみ，梅　澤　佳　央，

  　五十嵐　愛　子，山　本　正　英，黒　須　哲　也，

  　福　田　哲　也，新　井　文　子，村　上　直　己，

  　三　浦　　　修

38　著明な皮膚浸潤で発症した芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）の 1例

 （埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

  ○杉　山　亜　斗，得　平　道　英，富　川　武　樹，

  　佐　川　森　彦，根　本　朋　恵，渡　部　玲　子，

  　森　　　茂　久，木　崎　昌　弘

 （埼玉医科大学総合医療センター　病理部）

  　田　丸　淳　一

■ 16：40～ 17：30　 座長：森 　 政 樹（自治医科大学医学部）

39　同種造血幹細胞移植後筋炎を発症した 3例

 （東京大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科）

  ○杉　元　理　子，山　本　　　豪，瀬　尾　幸　子，

  　南　谷　泰　仁，市　川　　　幹，黒　川　峰　夫

40　非血縁者間同種骨髄移植後に慢性 GVHDと思われる難治性腹水を合併した AML

 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　血液内科）

  ○金　光　奈緒子，浜　埜　康　晴，塚　田　信　弘，

  　枝　廣　陽　子，佐　藤　恵理子，杉　本　耕　一，

  　小　松　則　夫

 （順天堂大学医学部附属練馬病院　血液内科）

  　中　村　紘　子

41　 同種骨髄移植後に SIADHによる著明な低 Na血症を伴って

HHV-6辺縁系脳炎を発症した ALLの 1例

 （千葉大学医学部附属病院　血液内科）

  ○永　尾　侑　平，川　口　岳　晴，堺　田　恵美子，

  　山　崎　敦　子，杉　田　泰　雅，塚　本　祥　吉，
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  　酒　井　紫　緒，竹　田　勇　輔，大和田　千桂子，

  　武　内　正　博，清　水　直　美，中世古　知　昭

 （千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学）

  　横　手　幸太郎

 （千葉大学医学部附属病院　輸血部）

  　井　関　　　徹

42　 難治性 Richter transformationに HLA2座不一致血縁ドナーからの

同種移植が有効であった 1例

 （東京女子医科大学　血液内科）

  ○岡　村　隆　光，田　中　紀　奈，安　並　　　毅，

  　泉　二　登志子

■ 17：30～ 17：35　 閉会挨拶
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