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日程表

A会場 B会場

入室開始 入室開始

開会の辞

一般演題セッションA-Ⅰ（A-Ⅰ-1 ～ A-Ⅰ-5）
座長：澤　正史

（安城更生病院　血液・腫瘍内科）

一般演題セッションB-Ⅰ（B-Ⅰ-1 ～ B-Ⅰ-5）
座長：小島　由美

（名古屋掖済会病院　血液内科）

休憩 休憩
一般演題セッションA-Ⅱ（A-Ⅱ-1 ～ A-Ⅱ-5）
座長：水野　昌平

（愛知医科大学　血液内科）

一般演題セッションB-Ⅱ（B-Ⅱ-1 ～ B-Ⅱ-5）
座長：後藤　尚絵

（藤田医科大学医学部　血液内科学）

休憩 休憩
コーポレートセミナーA-Ⅰ

共催：ヤンセンファーマ株式会社
コーポレートセミナー B-Ⅰ

共催：シンバイオ製薬株式会社

休憩 休憩
一般演題セッションA-Ⅲ（A-Ⅲ-1 ～ A-Ⅲ-5）
座長：尾関　和貴

（江南厚生病院　血液・腫瘍内科）

一般演題セッションB-Ⅲ（B-Ⅲ-1 ～ B-Ⅲ-5）
座長：小野　孝明

（ 浜松医科大学医学部附属病院　輸血・
細胞治療部）

休憩 休憩
一般演題セッションA-Ⅳ（A-Ⅳ-1 ～ A-Ⅳ-4）
座長：松本　剛史

（ 三重大学医学部附属病院　輸血・細
胞治療部）

一般演題セッションB-Ⅳ（B-Ⅳ-1 ～ B-Ⅳ-5）
座長：李　政樹

（ 名古屋市立大学病院　輸血・細胞療
法部／血液・腫瘍内科）

休憩 休憩
コーポレートセミナーA-Ⅱ

共催：アッヴィ合同会社
コーポレートセミナーB-Ⅱ
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ

株式会社 　　　　　　　　　　　

休憩 休憩
コーポレートセミナーA-Ⅲ

共催：中外製薬株式会社
コーポレートセミナーB-Ⅲ

共催：小野薬品工業株式会社
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参加のご案内

開催形式

Web会議システム「Zoom」を利用したWeb開催です。全員が任意の場所からのリモート参加・
発表をお願いいたします。
全てのプログラムが当日のライブ配信のみで、後日の録画配信はありません。

【Zoomについて】
当日スムーズにご参加いただくために、必ず事前にZoomアプリのインストール作業をお済ま
せください。
Zoomのホームページ「ダウンロードセンター」https://zoom.us/download

【当日の視聴・質疑応答について】
当日の発表を録画することは禁止とさせていただきます。
演者への質問はZoomの「Q&A」機能で受け付け、座長が代読し、演者が音声で回答するシス
テムといたします。進行の都合上、全ての質問を取り上げられない場合がありますことをご了
承ください。

参加方法

参加を希望される方は事前の参加登録が必要です。参加登録は参加費のご入金をもって確定い
たします。
①日本血液学会東海地方会ホームページから参加登録をしてください。
参加登録の締切りは、6月19日（日）15時を最終といたします。詳細はホームページにてご
確認ください。
ご登録いただいた個人情報は、本会運営における業務遂行の目的にのみ使用いたします。
原則として参加費は返金いたしません。
新研修医制度における初期研修医、非医師の大学院生、学部学生、留学生は参加費が無料です。
参加費免除申請書を東海地方会ホームページからダウンロードして、必要事項をご記入の上、
メール添付にて運営事務局（jshtokai11@ccs-net.co.jp）へご提出ください。
② 参加費のご入金を事務局にて確認できましたら、抄録集を郵送いたしますとともに、参加登
録サイト内ログイン後のページにライブ配信ページを表示いたします。ライブ配信視聴には、
Zoomウェビナーの事前登録も必要です。視聴方法の詳細は、参加登録サイトにてご確認く
ださい。
③領収書は、参加登録完了後に参加登録システムよりダウンロードが可能です。
④ 参加証は、Zoomのアクセスログにて視聴が確認できた方にのみ発行いたします。参加登録
サイトのマイページより6月23日（木）～ 7月31日（日）の間にダウンロードしてください。
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日本血液学会専門医更新単位について

参加：3単位
一般演題発表：筆頭演者5単位、共同演者2単位
参加単位と発表単位は、それぞれが加算対象となります。
「血液専門医単位登録システム」より参加証の画像（PDFデータ等）をシステムにアップロード
いただくことで登録可能です。

幹事会・評議員会

例年、地方会開催日に併催されていました幹事会・評議員会については、関係の先生へ日本血
液学会東海地方会事務局より別途ご案内があります。
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座長・コメンテーターへのご案内

○座長・コメンテーターの先生方も参加登録が必要です。
○演者の先生には、リモートにてリアルタイムに発表して頂きます。発表6分・討論 3分、1演題
9分進行です。定刻通りの進行にご配慮くださいますようお願いいたします。
○当日は、セッション開始前にテスト接続と進行等についての説明を行います。ルームURL等の
詳細につきましては、会期１週間前頃、運営事務局よりメールにてお知らせいたします。
○セッション中、時間超過が見込まれる状況においては、事務局からお声がけさせて頂きます。
○視聴者からの質問は、ZoomのQ&A機能で受け付けます。質問の書き込みがありましたら、座
長の先生は代理で質問して演者に回答して頂く方式としますが、質問の採択は座長一任といた
します。セッション時間内に全ての演題発表が終了するようご調整を宜しくお願いいたします。
○座長の先生には、セッションの司会進行と併せて優秀演題賞審査をお願いいたします。演題採
点フォームは、6月13日（月）にメールでお送りいたします。届いていない場合は、お手数で
すが、6月17日（金）までに必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

演者へのご案内

○演者の先生方も参加登録が必要です。
○発表方法は、地方会当日、オンライン会議システムZoomのウェビナーを使用し、ご自身で画
面共有してのPCプレゼンテーション限定です。
○各自任意の場所からリモートにてリアルタイムに発表して頂きます。発表6分・討論3分、1演
題あたり9分進行です。定刻通りの進行にご協力くださいますようお願いいたします。
○当日は、ご発表ウェビナーとは別のZoomミーティングルームにて、セッション開始の約30分
前からテスト接続と進行等についての説明を行います。このルームURLにつきましては、会期
1週間前頃に運営事務局よりメールにてお知らせいたします。
○演題発表の際、ソフトウェアはPowerPointをお使いください。今回、発表者ツールは使用でき
ません。
○当日のご発表時に利益相反状態の開示が必要です。日本血液学会ホームページに掲載されてい
る【利益相反規定】および【利益相反（COI）各様式】の「開示スライド例」をご参照いただき、
ご発表スライドの冒頭部にてご開示ください。
○ご発表スライド内でアニメーション・動画を使用される場合は、事前に必ず動作確認をお願い
いたします。当日の発表時に使用するインターネット環境およびパソコンを使用し、Zoomに
て画面共有をした上で正常に動作することをご確認ください。
○スライド枚数に制限はありませんが、発表時間を超えないようご配慮ください。
○視聴者からの質問は、ZoomのQ&A機能で受け付けます。質問の書き込みがありましたら、座
長の先生が代理で読み上げ、演者に口頭で回答して頂く方式とします。質問の採択は座長一任
といたします。
○発表・質疑応答中であっても時間超過が見込まれる状況においては、座長または事務局からお
声がけさせて頂きます。時間を超過する場合は、打ち切りとなる場合があります。
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A会場

一般演題セッションA-Ⅰ 10:00 ～ 10:50

座長　　　　　：澤　正史　　　安城更生病院　血液・腫瘍内科
コメンテーター：石川　裕一　　名古屋大学医学部附属病院　血液内科
　　　　　　　　伊野　和子　　三重大学医学部附属病院　血液内科

A-Ⅰ-1 移植後早期再発したFLT3/ITD変異陽性のAMLに対し，ギルテリチニブを用い
た化学療法で完全寛解が得られた1例
JA愛知厚生連江南厚生病院　血液・腫瘍内科  
○藤井　智基（ふじい　ともき），鵜飼　俊，沼田　将弥，伊藤　真，河村　優磨，後藤　実世，
福島　庸晃，河野　彰夫，尾関　和貴    

A-Ⅰ-2 Blast phase ET-AMLに対するvenetoclax+azacitidine療法の経験
伊勢赤十字病院　血液内科  
○小林　俊諒（こばやし　としあき），藤枝　敦史，山田　英嗣，南　博仁，玉木　茂久    

A-Ⅰ-3 急性骨髄性白血病に対するvenetoclax併用療法の経験
名古屋記念病院　血液・化学療法内科  
○古川　柚紀（ふるかわ　ゆき），丸茂　義晃，吉田　嵩，上谷　綾祐美，片岡　孝江，粥川　哲    

A-Ⅰ-4 当院でVenetoclax・Azacitidine治療を行ったAMLの支持療法としてG-CSF
を使用する臨床的意義についての検討
一宮市立市民病院　血液内科  
○戸田　拓郎（とだ　たくろう），西山　誉大，南　凜太郎，中谷　記衣，西野　貴紀，
岩田　江里，岡崎　翔一朗，北村　邦朗    

A-Ⅰ-5 同種移植後再発に対してベネトクラクス＋アザシチジン療法及びドナーリンパ球
輸注が奏効したAMLの1例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　血液内科  
○田原　玄寛（たはら　はるのぶ），後藤　辰徳，石際　康平，武田　健一郎，土門　洋祐，
一木　朝絵，江口　基紀，川口　裕佳，森下　喬允，小澤　幸泰，西田　徹也

一般演題セッションA-Ⅱ 10:55 ～ 11:45

座長　　　　　：水野　昌平　　　愛知医科大学　血液内科
コメンテーター：村松　秀城　　　名古屋大学医学部附属病院　小児科
　　　　　　　　岩本　彰太郎　　 三重大学医学部附属病院　 

小児・AYAがんトータルケアセンター

A-Ⅱ-1 特発性血小板減少性紫斑病との鑑別が問題となった活性化T細胞が関与した特発
性血球減少症の1例
1東濃中部医療センター土岐市立総合病院　血液内科，2岐阜県立多治見病院　血液内科    
○大塩　真希1，2（おおしお　まき），山内　辰也1    

プログラム
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A-Ⅱ-2 Turner症候群が発症の背景にあると考えられたグルコース-6-リン酸脱水素酵素
（G6PD）欠損症の1例
一宮市立市民病院　血液内科  
○山田　智大（やまだ　ともひろ），西野　貴紀，南　凜太郎，中谷　記衣，岩田　江里，
岡崎　翔一朗，西山　誉大，北村　邦朗    

A-Ⅱ-3 愛知県における重症複合免疫不全症に対するTREC新生児マススクリーニング検査
1名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学，2大垣市民病院　小児科，
3名古屋市立大学大学院医学研究科　ウイルス学分野，4藤田医科大学　小児科，
5愛知県健康づくり振興事業団　総合検診センター　診療検査課，
6八千代病院　小児アレルギーセンター
○若松　学1（わかまつ　まなぶ），村松　秀城1，小島　大英2，奥野　友介3，片岡　伸介1，
成田　敦1，中島　葉子4，柘植　郁哉6，酒井　好美5，伊藤　哲哉4，髙橋　義行1

A-Ⅱ-4 播種性 Mycobacterium avium（M. avium） 症を認めた抗IFN-γ抗体症候群
合併マクログロブリン血症の1例
1藤田医科大学　血液内科，2熊本大学　呼吸器内科    
○森家　雄大1（もりや　ゆうだい），岡本　晃直1，加藤　駿晴1，山本　秀行1，後藤　尚絵1，
入山　智佐子1，岡本　昌隆1，坂上　拓郎2，冨田　章裕1    

A-Ⅱ-5 免疫不全状態で急性E型肝炎を発症した2症例
鈴鹿中央総合病院　血液・腫瘍内科  
○笹尾　亮太（ささお　りょうた），西村　美砂，水谷　実，川上　惠基    

コーポレートセミナー A- Ⅰ 12:00 ～ 12:50

座長：後藤　尚絵　　藤田医科大学医学部　血液内科学

マントル細胞リンパ腫の病態と治療
錦織　桃子（京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学）

共催：ヤンセンファーマ株式会社

一般演題セッションA-Ⅲ 13:00 ～ 13:50

座長　　　　　：尾関　和貴　　江南厚生病院　血液・腫瘍内科
コメンテーター：笠原　千嗣　　岐阜市民病院　血液内科
　　　　　　　　西尾　信博　　 名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　 

先端医療臨床研究支援センター／小児科

A-Ⅲ-1 難治Ph陰性B-ALLに対するブリナツモマブ療法中に白血化再発したDLBCL
公立陶生病院　血液・腫瘍内科  
○橋本　健（はしもと　けん），清水　里恵，奥野　真吾，高木　えり奈，梶口　智弘    



‒ 9 ‒

A-Ⅲ-2 Long term remission in an older patient with relapsed B-ALL treated 
with blinatumomab
1大垣市民病院　臨床研修センター，2大垣市民病院　血液内科    
○和田　舞美1（わだ　まいみ），新美　圭子2，富田　将史2，久納　俊祐2，髙木　雄介2，
小杉　浩史2    

A-Ⅲ-3 初診時に低形成髄を呈し経過観察中に芽球の顕在化がみられたB細胞性急性リン
パ性白血病の1例
浜松医科大学医学部附属病院　血液内科  
○髙橋　巧（たかはし　たくみ），坂本　奈美，墨岡　彩人，髙塚　生吹，道丹　哲志，
岡　伸一郎，安達　美和，竹村　兼成，永田　泰之，小野　孝明    

A-Ⅲ-4 腰痛精査で診断に至ったPh1陽性急性リンパ性白血病の1例
名古屋掖済会病院　血液内科  
○小川　磨育子（おがわ　まいこ），倉内　榛菜，家田　美保，早川　正哉，小島　由美    

A-Ⅲ-5 CAR-T療法後の再々発BCP-ALLに対しInotuzumab ozogamicinを使用し，
外来経過観察中のDown症候群17歳男児例
三重大学医学部附属病院　小児科  
○森本　真理（もりもと　まり），豊田　秀実，木村　隼大，長谷川　知広，奥村　陽介，
林　良一，花木　良，天野　敬史郎，岩本　彰太郎，平山　雅浩    

一般演題セッションA-Ⅳ 13:55 ～ 14:35

座長　　　　　：松本　剛史　　三重大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部
コメンテーター：鈴木　伸明　　名古屋大学医学部附属病院　輸血部
　　　　　　　　勝見　章　　　国立長寿医療研究センター　血液内科

A-Ⅳ-1 後天性フォンビルブランド病合併真性多血症に対し，アスピリン，ルキソリチニ
ブ投与を継続している1例
総合大雄会病院　血液内科  
○妹尾　紀子（せのお　のりこ），山田　昌秀    

A-Ⅳ-2 愛知医科大学病院におけるボニコグアルファの使用経験について
愛知医科大学病院　中央臨床検査部  
○中山　享之（なかやま　たかゆき），小川　実加    

A-Ⅳ-3 深部静脈血栓症発症を契機に診断した抗リン脂質抗体症候群合併ITPの1例
1名古屋市立大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学，
2名古屋市立大学大学院医学研究科　循環器内科学    
○中西　陽子1（なかにし　ようこ），楠本　茂1，中山　貴文2，鈴木　智貴1，成田　朋子1，
伊藤　旭1，稲垣　淳1，李　政樹1，小松　弘和1，瀬尾　由広2，飯田　真介1
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A-Ⅳ-4 自己免疫性溶血性貧血を契機に診断されたループスアンチコアグラント低プロト
ロンビン血症症候群
1愛知医科大学病院　血液内科，2愛知医科大学病院　中央臨床検査部，
3愛知医科大学病院　臨床腫瘍センター　腫瘍内科部門    
○飯田　悠介1（いいだ　ゆうすけ），鈴木　文乃1，松村　沙織1，小川　実加2，松久　明史1，
村上　五月3，堀尾　知弘1，水野　昌平1，山本　英督1，花村　一朗1，高見　昭良1

コーポレートセミナー A- Ⅱ 14:50 ～ 15:40

座長：清井　仁　　名古屋大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学

ベネトクラクスによるAML治療の新展開
淺田　騰（岡山大学病院　血液・腫瘍内科）

共催：アッヴィ合同会社

コーポレートセミナー A- Ⅲ 15:45 ～ 16:35

座長：永井　宏和　　名古屋医療センター　臨床研究センター

濾胞性リンパ腫治療 Update 2022
蒔田　真一（国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科）

共催：中外製薬株式会社
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B会場

一般演題セッションB-Ⅰ 10:00 ～ 10:50

座長　　　　　：小島　由美　　名古屋掖済会病院　血液内科
コメンテーター：岡本　晃直　　藤田医科大学医学部　血液内科学
　　　　　　　　今橋　伸彦　　名古屋医療センター　血液内科

B-Ⅰ-1 心臓原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例
岐阜大学医学部附属病院　血液・感染症内科  
○若山　裕人（わかやま　ひろと），鷲崎　知美，山口　公大，松本　拓郎，中村　信彦，
中村　博，兼村　信宏，清水　雅仁    

B-Ⅰ-2 硬膜・くも膜生検から血管内大細胞型B細胞リンパ腫の診断を得た1例
岐阜市民病院　血液内科  
○後藤　貴之（ごとう　たかゆき），相崎　友宏，早瀬　直輝，鷲崎　知美，生駒　良和，
柴田　悠平，北川　順一，笠原　千嗣    

B-Ⅰ-3 Liquid biopsyがMRD解析に有用であった，腫瘤形成性B細胞リンパ腫として
再発したIVLBCLの1例
1藤田医科大学病院　血液内科，2藤田医科大学　臨床総合医学    
○加藤　駿晴1（かとう　としはる），入山　智沙子1，伊庭　佐知子1，稲熊　容子1，2，
岡本　晃直1，後藤　尚絵1，山本　秀行1，冨田　章裕1    

B-Ⅰ-4 下垂体原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対してR-MPV療法と自家末梢血
幹細胞移植を施行した1例
1豊橋市民病院　血液・腫瘍内科，2豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科    
○渡邉　実紀1（わたなべ　みき），堺　寿保1，岡嵜　裕子2，鈴木　祐太朗1，藤原　慎二1，
伊藤　理恵1，井本　直人1，倉橋　信悟1    

B-Ⅰ-5 脊髄生検にて診断に至った脊髄原発びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
愛知医科大学病院　血液内科 
○松久　明史（まつひさ　あきふみ），水野　昌平，飯田　悠介，篠原　早紀，松村　沙織，
鈴木　文乃，堀尾　知弘，村上　五月，山本　英督，花村　一郎，高見　昭良

一般演題セッションB-Ⅱ 10:55 ～ 11:45

座長　　　　　：後藤　尚絵　　藤田医科大学医学部　血液内科学
コメンテーター：兼村　信宏　　岐阜大学医学部附属病院　血液・感染症内科
　　　　　　　　正木　彩子　　名古屋市立大学大学院医学研究科　臨床病態病理学

B-Ⅱ-1 多彩な神経症状が出現し，治療抵抗性であったcytotoxic γ-δ T 細胞性リンパ
腫の1例
名古屋掖済会病院　血液内科  
○倉内　榛菜（くらうち　はるな），小島　由美，小川　磨育子，家田　美保，早川　正哉    
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B-Ⅱ-2 胃全摘術を施行し寛解を維持している胃原発末梢性T細胞性リンパ腫の1例
1社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院　血液内科，2社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院　外科，
3三重大学医学部附属病院　病理診断科    
○伊藤　基博1（いとう　もとひろ），中野　恵里1，加島　江美子1，渡邉　泰行1，岡　宏次1，
田中　公1，岩佐　真2，今井　裕3    

B-Ⅱ-3 放射線照射およびMTX-CHOP療法で寛解し得たPTCL-NOS馬尾浸潤の1例
1順天堂大学医学部附属静岡病院　血液内科，2順天堂大学医学部附属静岡病院　整形外科    
○山名　智人1（やまな　ともひと），原田　早希子1，髙野　弥奈1，稲野　資陽1，三澤　恭平1，
鶴上　浩規2，糸井　陽2，岩尾　憲明1，小池　道明1    

B-Ⅱ-4 急性骨髄性白血病（AML）を合併した分類困難な難治性T/NK cell lymphoma
1松波総合病院　血液腫瘍内科，2松波総合病院　病理診断科，
3岡山大学大学院医歯薬学研究科　病理学分野    
○李　心1（り　しん），鬼頭　勇輔2，若山　裕人1，藤田　慧1，川島　啓佑2，吉野　正3，
原　武志1，鶴見　寿1    

B-Ⅱ-5 同種臍帯血移植後の消化管重症急性GVHD治療中に合併した腸管気腫症の1例
JA愛知厚生連江南厚生病院  
○河村　優磨（かわむら　ゆうま），藤井　智基，沼田　将弥，伊藤　真，鵜飼　俊，後藤　実世，
福島　庸晃，河野　彰夫，尾関　和貴    

コーポレートセミナー B- Ⅰ 12:00 ～ 12:50

座長：飯田　真介　　名古屋市立大学医薬学総合研究院（医学）　血液・腫瘍内科学分野

再発・難治性DLBCLに対する新たな治療戦略を考える
古林　勉（京都第一赤十字病院　血液内科）

共催：シンバイオ製薬株式会社

一般演題セッションB-Ⅲ 13:00 ～ 13:50

座長　　　　　：小野　孝明　　浜松医科大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部
コメンテーター：梶口　智弘　　公立陶生病院　血液・腫瘍内科
　　　　　　　　森下　喬允　　日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　血液内科

B-Ⅲ-1 染色体均衡型三方向転座を認めた慢性骨髄性白血病の1例
浜松医療センター　血液内科  
○一戸　宏哉（いちのへ　こうや），伊東　侑治郎，依田　在理，横田　大輔，重野　一幸，
内藤　健助    

B-Ⅲ-2 当院における治療関連骨髄性腫瘍3例の検討
1JA愛知厚生連豊田厚生病院，2JA愛知厚生連江南厚生病院    
○飯田　しおり1，2（いいだ　しおり），平賀　潤二1，原田　靖彦1，鏡味　良豊1    
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B-Ⅲ-3 Interferonで細胞減少療法継続を試みたMPL変異陽性高リスク本態性血小板血
症合併妊娠の1例
1三重大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科，2三重大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部    
○王　碩林1（わん　そうりん），杉本　由香1，前山　桂子1，鈴木　和貴1，伊野　和子1，
宮﨑　香奈1，松本　剛史1，2，俵　功1    

B-Ⅲ-4 レナリドミド・デキサメタゾン療法施行後に自家移植を施行したPOEMS症候群
の1例
1JA愛知厚生連江南厚生病院　血液・腫瘍内科，2名古屋大学医学部附属病院　脳神経内科    
○伊藤　真1（いとう　まこと），上田　雅道2，藤井　智基1，沼田　将弥1，飯田　しおり1，
河村　優磨1，鵜飼　俊1，後藤　実世1，福島　庸晃1，河野　彰夫1，尾関　和貴1

B-Ⅲ-5 低リスクリンパ芽球型リンパ腫の化学療法で寛解を維持している小児芽球性形質
細胞様樹状細胞腫瘍の2例
静岡県立こども病院　血液腫瘍科  
○高地　貴行（たかち　たかゆき），安積　昌平，板倉　陽介，川口　晃司，小倉　妙美，
堀越　泰雄，渡邉　健一郎    

一般演題セッションB-Ⅳ 13:55 ～ 14:45

座長　　　　　：李　政樹　　　名古屋市立大学病院　輸血・細胞療法部／血液・腫瘍内科
コメンテーター：宮﨑　香奈　　三重大学大学院医学系研究科　血液 ･腫瘍内科学
　　　　　　　　永田　泰之　　浜松医科大学医学部附属病院　血液内科

B-Ⅳ-1 腸腰筋膿瘍に類似した画像所見を示した古典的ホジキンリンパ腫の1例
1小牧市民病院　血液内科，2小牧市民病院　病理診断科，3小牧市民病院　整形外科    
○上田　格弘1（うえだ　のりひろ），山添　有美1，村瀬　篤史1，足立　佳也1，桑原　恭子2，
戸野　祐二3，綿本　浩一1    

B-Ⅳ-2 自家移植後に形質細胞分化をみとめ，腎・甲状腺に浸潤，臓器障害をきたした再
発MALTリンパ腫の1例
1安城更生病院　血液・腫瘍内科，2安城更生病院　腎臓内科，3安城更生病院　病理診断科    
○尾﨑　宗海1（おざき　そうみ），宮尾　康太郎1，服部　敬太2，根岸　修人1，小原　史也1，
茂木　健太1，若林　浩也1，澤　ひとみ1，稲垣　裕一郎1，山本　宗平3，澤　正史1

B-Ⅳ-3 Warburg効果で高度乳酸アシドーシスと低血糖を来した悪性リンパ腫の1剖検例
JA愛知厚生連豊田厚生病院　血液内科  
○山田　崇義（やまだ　たかよし），平賀　潤二，原田　靖彦，鏡味　良豊    

B-Ⅳ-4 CAR-T療法不応であったMCD type CD5陽性DLBCLに対してチラブルチニ
ブが奏功した1例
1名古屋大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学，2藤田医科大学　血液内科学    
○竹内　裕貴1（たけうち　ゆうき），葉名尻　良1，牛島　洋子1，島田　和之1，石川　裕一1，
後藤　尚絵2，寺倉　精太郎1，村田　誠1，冨田　章裕2，清井　仁1    
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B-Ⅳ-5 チサゲンレクルユーセル輸注後におけるCAR-Tの体内動態と治療成績の検討
名古屋大学医学部附属病院　血液内科  
○葉名尻　良（はなじり　りょう），古川　勝也，中島　麻梨絵，牛島　洋子，島田　和之，
石川　裕一，寺倉　精太郎，村田　誠，清井　仁

コーポレートセミナー B- Ⅱ 14:50 ～ 15:40

座長：花村　一朗　　愛知医科大学医学部　内科学講座　血液内科

再発・難治性骨髄腫に対するダラツムマブ・ポマリドミド・デキサメタゾン併用療法の
理論と実際
黒田　純也（京都府立医科大学大学院医学研究科　血液内科学）

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

コーポレートセミナー B- Ⅲ 15:45 ～ 16:35

座長：池田　宇次　　静岡県立静岡がんセンター　血液・幹細胞移植科

多発性骨髄腫・実臨床における経験の蓄積とこれからの課題
宮尾　康太郎（JA愛知厚生連安城更生病院　血液・腫瘍内科）

共催：小野薬品工業株式会社


