
第168回例会　プログラム

■　開会挨拶（例会長）　8：45

■　8：50～9：53　座長：新井　文子（東京医科歯科大学）

1 皮膚腫瘤を初発症状としたCD4・CD56陽性, 急性単芽球性白血病の1例

○ 吉識　由実子 宮崎　寛至 阿部　有
関根　理恵子 塚田　信弘 中川　靖章
鈴木　憲史

2 髄外腫瘤を多発したMLL遺伝子再構成を伴う混合形質性急性白血病の1例

○ 川島　一郎 三森　徹 中嶌　圭
野崎　由美 山本　健夫 濱中　聡至
桐戸　敬太

3 細胞表面マーカー解析を機に骨髄/NK前駆細胞性急性白血病と診断された1例

○ 三浦　　理加
（社会福祉法人　三井記念病院　血液内科）

吉見　真弓 菊池　裕二 高橋　強志

4 Germ cell tumor由来の発症が示唆されたCD45陰性AMLの1例

○ 周山　拓也 小原　直 日下部　学
栗田　尚樹 錦井　秀和 坂田　麻実子
横山　泰久 鈴川　和己 長谷川　雄一
千葉　滋

（筑波大学　腎泌尿器外科）
河合　弘二

（国立がん研究センター研究所　ウイルス発がん研究分野）
山田　健二

5 線溶亢進型類似のDICを合併したHLA-DR陰性non-M3 AMLの3例

○ 藤川　祐子 佐藤　慶二郎 清水　郁夫
植木　俊充 住　昌彦 上野　真由美
市川　直明 小林　光

赤羽　大悟

6 腹水と全身の浮腫で発症したCBFB/MYH11 を伴う急性骨髄性白血病の1例

○ 杉田　英子 鴇田　勝哉 高橋　渉
新井　ほのか 磯　桐子 鶴見　茂治
半田　智幸 田所　治朗 仲村　裕子
中村　由香 中村　幸嗣 牧　和宏
佐々木　光 三谷　絹子

7 高IgE症候群に合併し骨髄移植後早期に再発し肺胞蛋白症を併発した急性骨髄性白血病

○ 岡田　啓五 新井　文子 秋山　めぐみ
秋山　弘樹 渡邉　大介 長尾　俊景
山本　正英 黒須　哲也 福田　哲也
東田　修二 小山　高敏 村上　直己
三浦　修

森尾　友宏

■　9：53～10：47　座長：山崎　博之（川口市立医療センター）

8 同種骨髄移植後再発AMLに対し，azacitidine投与が有効であった1例

○ 山本　渉 大草　恵理子 松本　憲二
丸田　壱郎 金森　平和

石ヶ坪　良明

（長野赤十字病院　血液内科）

（東京医科大学　血液内科）

（獨協医科大学病院　内科学（血液・腫瘍））

（神奈川県立がんセンター　血液内科）

（横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学

（日本赤十字社医療センター　血液内科）

（山梨大学医学部付属病院　血液腫瘍内科）

（社会福祉法人　三井記念病院　内科）

（筑波大学　血液内科）

会場　東京慈恵会医科大学　大学1号館　講堂（3階）

（東京医科歯科大学医学部附属病院　血液内科）

（東京医科歯科大学医学部附属病院　小児科）



9 高度の腎機能障害を伴う骨髄異形成症候群（MDS）に対しアザシチジンが著効した1例
（獨協医科大学越谷病院　糖尿病内分泌・血液内科）

○ 櫻井　慎太郎 岡村　隆光 森田　公夫
森田　邦和 岡本　翔 川西　美里
鈴木　達彦 藤田　実佳 岩川　秀輝
渡邉　杏子 堀　賢一郎 寺沢　智子
成瀬　里香 原　健二 土屋　天文
竹林　晃三 犬飼　敏彦

10 アザシチジン（azacitidine）が奏効した5q-MDS症例
（東京慈恵会医科大学附属第三病院　腫瘍・血液内科）

○ 大場　理恵 山口　祐子 武井　豊
溝呂木　ふみ 土橋　史明 薄井　紀子

（東京慈恵会医科大学　内科学（腫瘍・血液））
島田　貴 相羽　恵介

11 アザシチジン投与中に成人水痘を発症した骨髄異形成症候群の1例
（東京医療センター　血液内科）

○ 安井　利夫 細田　亮 米田　美栄
山本　隆介 大橋　晃太 籠尾　壽哉
横山　明弘 朴　載源 上野　博則

12 肝脾型γδ T細胞性リンパ腫/白血病と骨髄異形成症候群を合併した3歳女児例
（東京慈恵会医科大学　小児科）

○ 寺尾　陽子 秋山　政晴 山岡　正慶
横井　健太郎 井田　博幸

（聖路加国際病院　小児科）
長谷川　大輔 熊本　忠史 小川　千登世
真部　淳

13 Extensive bone metastasis of Rhabdomyosarcoma presenting with acute leukemia like morphology
（長野赤十字病院　血液内科）

○ 會田　有香 植木　俊充 武田　航
桐原　健彦 佐藤　慶二郎 藤川　祐子
清水　郁夫 赤羽　大悟 住　昌彦
上野　真由美 市川　直明 小林　光

（長野赤十字病院　病理部）
渡辺　正秀

■　10：47～11：41　座長：臼杵　憲祐（NTT東日本関東病院）

14 イマチニブ, ニロチニブに対して不耐応であったがダサチニブで遺伝学的寛解に入った高齢症例
（災害医療センター　血液内科）

○ 重松　秀 関口　直宏 永田　明久
能登　俊 竹迫　直樹

15 腎不全の進行に伴い貧血を来した真性多血症の1例
（NTT東日本関東病院　血液内科）

○ 斎賀　真言 半下石　明 猪原　千春
森岡　健彦 木田　理子 臼杵　憲祐

16 経過中にT細胞性リンパ腫を発症した分類不能慢性骨髄増殖性疾患
（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　血液・腫瘍内科）

○ 佐野　文明 小川　考平 瀧本　円

相田　芳夫
（聖マリアンナ医科大学　血液内科）

三浦　偉久男

17 腫瘍細胞による血球貪食像を呈した急性単球性白血病（AML-M5b）
（自治医科大学　臨床研修センター）

○ 坂口　優 石澤　彩子 濱野　有美子
（自治医科大学内科学講座　血液学部門）

畑野　かおる 松山　智洋 翁　家国
藤原　慎一郎 永井　正 室井　一男
小澤　敬也

18 剖検にて末梢性T細胞リンパ腫の合併を認め, 家族性血球貪食症候群が背景に明らかになった血球貪食症候群
（帝京大学医学部附属病院　血液内科）

○ 松尾　琢二 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

（帝京大学医学部附属病院　病理部）
高橋　芳久

（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　病理）



19 著明な血小板減少を呈し診断に難渋したCD56陽性NK細胞感染EBV-HLHの1例
（東京慈恵会医科大学附属第三病院　総合診療内科）

○ 中村　文昭 山田　高広 泉　祐介
土橋　映仁 吉川　哲矢 平本　淳

（独立行政法人国立成育医療研究センター研究所　母児感染研究部　感染防御研究室）
今留　謙一

（東京慈恵会医科大学附属第三病院　腫瘍・血液内科）
薄井　紀子

■　11：41～12：44　座長：藤澤　信（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

20 同種骨髄移植後に自己免疫性好中球減少症を認めた1例
（がん感染症センター　都立駒込病院）

○ 新谷　直樹 垣花　和彦 森　甚一
小嶌　明 梅澤　佳央 安永　愛
押川　学 小林　武 土岐　典子
坂巻　壽 大橋　一輝

21
（横浜市立大学附属市民総合医療センター　血液内科）

○ 立花　崇孝 山本　恵理 大島　理加
小原澤　英之 石橋　大輔 中嶋　ゆき
桑原　英幸 藤澤　信

（横浜市立大学附属市民総合医療センター　輸血部）
野崎　昭人

（横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学）
石ケ坪　良明

22 骨髄破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植後に生着不全/自己造血の回復を認めた2例
（群馬大学付属病院　血液内科）

○ 清水　啓明 小屋　紘子
（済生会前橋病院　白血病治療センター）

杠　明憲 初見　菜穂子 高田　覚
佐倉　徹

23 Ph-ALLに対するHLA不適合移植後早期に生じた腸管急性GVHDからEBV-PTLDへの急速な病態変化
（自治医科大学さいたま医療センター　血液科）

○ 久保　敬子 町島　智人 菊地　美里
和田　英則 山﨑　諒子 河村　浩二
石原　優子 坂本　佳奈 蘆澤　正弘
木村　俊一 賀古　真一 諫田　淳也
西田　淳二 神田　善伸

（自治医科大学さいたま医療センター　消化器科）
浦吉　俊輔 松本　吏弘

（自治医科大学さいたま医療センター　病理部）
野首　光弘 山田　茂樹

24 RICBTにより長期寛解を得られている高齢者Ph陽性急性リンパ性白血病の1例
（東京都立多摩総合医療センター　輸血科）

○ 澁澤　基治 舟木　万季 林　裕美
篠田　大輔 島崎　健五 播磨　あかね
梶原　耕一 木暮　勝広 香西　康司

25 同種造血幹細胞移植の再発後, dasatinibの少量投与で分子生物学的寛解を維持しているPh陽性ALLの1例
（東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科）

○ 大内　彩 矢野　真吾 齋藤　健
横山　洋紀 矢萩　裕一 杉山　勝紀
小笠原　洋治 高原　忍 笠間　絹代
勝部　敦史 神山　祐太郎 鈴木　一史
郡司　匡弘 石井　　敬人 土橋　史明
島田　貴 薄井　紀子 相羽　惠介

26 化学療法のみで長期寛解を維持したPh＋ALLの再発に対し, dasatinib/PSL併用療法を施行した1例
（横浜市立大学附属病院　リウマチ血液感染症内科）

○ 石山　泰史 山崎　悦子 山本　恵理
石井　好美 宮下　和甫 服部　友歌子
萩原　真紀 富田　直人 石ヶ坪　良明

■　12：44～13：25　昼食

HLA不適合移植後薬物性黄疸を合併した1例



■　13：25～14：28　座長：照井　康仁（癌研有明病院）

27 Primary thyroid double hit B-cell lymphoma（DHL）の1例
（順天堂大学医学部附属浦安病院　血液内科）

○ 野元　勇祐 関口　康宣 島田　麻美
若林　睦 今井　英則 杉元　啓二
野口　雅章

（順天堂大学医学部　血液内科）
小松　則夫

28 10年の経過で, びまん性大細胞型B細胞リンパ腫, ホジキンリンパ腫, ろ胞性リンパ腫を認めた1例
（昭和大学医学部内科学講座　血液内科学部門）

○ 柳沢　孝次 前田　崇 有泉　裕嗣
中嶋　秀人詞 齋藤　文護 原田　浩史
中牧　剛 森　啓 友安　茂

29 関節リウマチ治療中に発症したびまん性大細胞型リンパ腫の1例
（東京都立大塚病院　輸血科）

○ 吉岡　康介 青木　淳 石山　謙
宮脇　修一

30 胃悪性リンパ腫自然穿孔に対し大網被覆術を行い, 化学療法を施行し得た１例
（埼玉医科大学国際医療センター　造血器腫瘍科）

○ 細田　隆介 田苗　健 岡村　大輔
石川　真穂 前田　智也 郡　美佳
羽山　弥亨 高橋　直樹 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　消化器外科）
小山　勇

31 Helicobacter pylori 除菌治療にて完全寛解に至った直腸MALTリンパ腫の1例
（東京女子医科大学　血液内科）

○ 丁　曄 吉永　健太郎 今井　陽一
志関　正幸 森　直樹 寺村　正尚
泉二　登志子

（こころとからだの元氣プラザ）
丸山　正隆

（東京女子医科大学　病理科）
増田　昭博

32 再発濾胞性リンパ腫治療中に侵襲性アスペルギルス症を合併した1例
（がん研有明病院　血液腫瘍科）

○ 大澤　由紀子 照井　康仁 横山　雄大
坂尻　さくら 三嶋　裕子 西村　倫子
上田　響子 大内　彩 畠　清彦

33 椎骨骨髄浸潤に対しL5骨髄生検とrandon skin biopsyが診断に有用であった血管内リンパ腫の1例
（社会保険中央総合病院　血液内科）

○ 瓜生　英樹 森本　玲子 柳　富子
（社会保険中央総合病院　整形外科）

横倉　聡
（社会保険中央総合病院　皮膚科）

鳥居　秀嗣
（社会保険中央総合病院　病理）

飯原　久仁子

■　14：28～15：22　座長：村瀬　忠（東海大学医学部付属八王子病院）

34 超長期寛解後に再発したホジキンリンパ腫の2例
（国立がん研究センター東病院　化学療法科）

○ 山田　遥子 和泉　宏昌 矢島　陽子
佐々木　政興 根津　雅彦 伊藤　国明

35 高度肝障害を合併した悪性リンパ腫に対するmodified-CHASE療法
（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 大谷　明夫

36 重症筋無力症の長期経過中にT-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphomaとPTCLを発症した1例
（埼玉医科大学　血液内科）

○ 中村　裕一 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　病理学）
茅野　秀一

37 EBV陽性ALK陰性未分化大細胞型リンパ腫の1例
（東海大学医学部付属八王子病院　教育研修部）

○ 小寺　佑佳
（東海大学医学部付属八王子病院　血液内科）

沖　将行 川井　英嗣 豊崎　誠子
窪田　信行 村瀬　忠

（東海大学医学部付属八王子病院　病理診断科）
小池　淳樹

（東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科）
町田　　真一郎

（東海大学医学部付属病院　病理診断科）
中村　直哉

38 L-asparaginaseが著効したaggressive natural killer-cell leukemiaの1例
（順天堂大学医学部附属静岡病院　血液内科）

○ 築根　豊 八幡　悠里子 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
（聖マリアンナ医科大学病院　血液内科）

磯部　泰司
（信州大学医学部附属病院　血液内科）

石田　文宏

39 急性骨髄性白血病を合併した血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の2症例
（日立総合病院　血液内科）

○ 矢作　武蔵 坂本　竜弘 工藤　大輔
品川　篤司

■　15：22～15：30　休憩

■　15：30～16：15　座長：小松　則夫（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

40 3年半にわたるリツキシマブ単剤投与により完全奏効を維持しているマントル細胞リンパ腫の1例
（順天堂大学医学部附属順天堂医院） ○ 増田　安土 佐々木　純 杉本　耕一

小松　則夫

41 Indolent mantle cell leukemia （MCLK） の1例
（武蔵野赤十字病院　血液内科）

○ 安田　峻一郎 大木　学 高野　弥奈
加藤　淳

（八王子山王病院　内科）
井口　具隆

42 蚊アレルギー（HMB）を合併した高齢発症マントル細胞リンパ腫の1例
（東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科）

○ 佐藤　広太 湯地　晃一郎 小林　真之
島田　直樹 磯部　優理 大野　伸広
内丸　薫 東條　有伸

43 マクログロブリン血症を伴うCCND1陰性マントル細胞リンパ腫（MCL）の1例
（日本医科大学ちば北総病院　血液内科）

○ 岡部　雅弘 横瀬　紀夫 猪口　孝一

44 白血化で発症し,リツキシマブ・フルダラ療法１クールのみで寛解を維持しているマントル細胞リンパ腫
（北里大学医学部　血液内科学）

○ 相川　絵里 道下　雄介 佐々木　哲三
堀米　佑一 小沼　修太 赤川　直之
木村　明華 木村　裕和 鎌田　浩稔
栂野　富輝 宮崎　浩二 檀原　幹生
堀江　良一 東原　正明

■　16：15～17：18　座長：伊豆津　宏二（虎の門病院）

45 CyBorD療法が奏功した骨格筋・心臓・腹腔内臓器・精巣の多発髄外病変を伴った初発多発性骨髄腫の1例
（東京大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学）

○ 宮内　将 篠原　明仁 遠矢　嵩
山崎　翔 南谷　泰仁 山本　豪
市川　幹 黒川　峰夫

46 Lenalidomideが著効したplasmablastic transformation of plasma cell myelomaの1例
（千葉大学医学部附属病院　血液内科）

○ 永尾　侑平 杉田　泰雅 山崎　敦子
川口　岳晴 塚本　祥吉 竹田　勇輔



大和田　千桂子 武内　正博 堺田　恵美子
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

47 妊娠を契機に発症し自家末梢血幹細胞移植にて完全寛解に至った若年者多発性骨髄腫
（埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

○ 山田　布沙絵 佐川　森彦 富川　武樹
根本　朋恵 多林　孝之 渡部　玲子
得平　道英 森　茂久 木崎　昌弘

48 骨・軟骨へのALアミロイドの沈着により関節リウマチ様の関節症状を呈した多発性骨髄腫の1例
（虎の門病院　血液内科）

○ 湯浅　光博 山本　久史 太田　光
西田　彩 石綿　一哉 辻　正徳
山本　豪 森　有紀 内田　直之
伊豆津　宏二 谷口　修一

49 Bortezomib単独のweekly6回投与でイレウスを生じた骨髄腫
（日本大学　血液膠原病内科）

○ 伊東　正剛 栗田　大輔 小林　優人
木曽　里美 阪上　雅史 八田　善弘
竹内　仁

50 心アミロイドーシス3例における化学療法と予後
（東京医科大学病院　血液内科）

○ 北原　俊彦 藤本　博昭 片桐　誠一朗
浅野　倫代 岩淵　多光子 吉澤　成一郎
赤羽　大悟 後藤　守孝 後藤　明彦
伊藤　良和 大屋敷　一馬

51 緩徐な経過から急速にIgMの上昇を認め過粘稠症候群が致命的となったWaldenstrom Macroglobulinemiaの1例
（慶應義塾大学医学部　血液内科）

○ 松木　絵里 上田　智基 横山　健次
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

■　17：18～18：12　座長：熊谷　隆志（青梅市立総合病院）

52 赤芽球癆に続発した後天性無巨核球性血小板減少性紫斑病(AATP)の1例
（王子総合病院　血液腫瘍内科）

○ 橋本　亜香利 松野　鉄平 藤見　章仁
蟹沢　祐司

（王子総合病院　消化器内科）
奥田　敏徳 南　伸弥 土居　忠

（札幌医科大学　第四内科）
石川　和真 植村　尚貴 山内　夏未

53 発作性夜間ヘモグロビン尿症2例に対するEculizumabの使用経験
（青梅市立総合病院　血液内科）

○ 上田　実佳子 石田　信也 服部　圭一郎
熊谷　隆志

54 高齢者の難治性温式自己免疫性溶血性貧血にRituximabが奏功した1例
（聖隷三方原病院　血液内科）

○ 松井　基浩 奈良　健司 天野　功二
三澤　健太郎 小林　政英

55 1型糖尿病,脳梗塞,血栓性血小板減少性紫斑病を同時発症した特発性血小板減少性紫斑病
（日本医科大学　血液内科）

○ 小林　有紀 平川　恒晃 浜田　泰子
近藤　麻加 中村　恭子 檀　和夫

56 後天性第Ⅴ因子欠乏症による深部静脈血栓症で発症し免疫性血小板減少症を合併した1例
（聖路加国際病院　血液内科）

○ 岡本　武士 小山田　亮祐 樋口　敬和
岡田　定

57 動脈性出血と思われる筋肉内出血を繰り返した後天性血友病Aの1例
（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

○ 石井　敬人 福島　僚子 森川　哲行
佐野　公司 増岡　秀一 西脇　嘉一

■　閉会挨拶　18：15～18：20


