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3月8日(金) 14:00〜14:31
第13会場(大阪国際会議場 12階 グラントック）

昌博（大阪母子医療センター

血液・腫瘍科）

IFN併用化学療法が奏功し臍帯血移植により寛解を維持しているEMS症例
石原 大輔（原三信病院血液内科）
トロンビン・プラスミン生成の低下がみられた肝類洞閉塞症候群
（SOS）
の1例
石原
卓（奈良県立医科大学小児科）
重症出血性膀胱炎の管理中に肝中心静脈閉塞症を発症した神経芽腫の一例
櫻井由香里
（旭川医科大学小児科）
同種造血幹細胞移植における晩期B型肝炎再活性化の検討
大浦 雅博（徳島大学病院血液内科）
同種造血幹細胞移植後期を含むCMV感染症高リスク群に対するLetermovir投与の後方視的検討
浦田 真吾（原三信病院血液内科）
移植後難治性CMV感染に対し非血縁ドナーリンパ球輸注を行った一例
柴田
翔（田附興風会医学研究所北野病院 血液内科）
一次生着不全後に施行した臍帯血移植後に発症したHHV-6脳炎
幸地
祐
（広島赤十字・原爆病院 血液内科）
Exophiala属による真菌血症をきたし致死的な経過を辿った同種造血幹細胞移植後の２例
中井りつこ
（大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学）
播種性Fusarium感染症を合併したAMLに対し同種骨髄移植を施行した一例
佐多
弘
（りんくう総合医療センター血液内科）
造血幹細胞移植後の免疫再構築と市中感染についての臨床的検討
井口 晶裕
（北海道大学小児科）
同種骨髄移植後トキソプラズマ症
秋月 渓一
（宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野）
濾胞性リンパ腫初回再発における大量化学療法/自家末梢血幹細胞移植の検討
井本 直人（豊橋市民病院 血液・腫瘍内科）
当科で施行した悪性リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植の後方視的検討
田中 晴之
（奈良県立医科大学付属病院 呼吸器・アレルギー血液内科）
非血縁者間同種造血細胞移植を行い生着不全後に自己造血が回復した再生不良性貧血の3例
朝倉 賀子
（岩手医科大学小児科）
外科的切除と自家造血幹細胞移植により寛解に至ったLangerhans細胞肉腫
中尾 隆文
（大阪市立総合医療センター血液内科）
成人で急性骨髄性白血病を発症し血縁者間HLA半合致移植を行ったShwachman-Diamond症候群
上村
悠（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院血液内科）
タンデム自家移植併用大量化学療法を施行した転移性ユーイング肉腫の小児例2例
中谷 尚子（兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科）
難治性造血器腫瘍に対する再移植の現状
望月果奈子（富山県立中央病院 内科）
ベーチェット病合併トリソミー８陽性MDS/AMLの移植成績
畑中 康人
（千葉大学医学部附属病院 血液内科）
当科での急性リンパ性白血病に対する同種移植の成績
鈴木 大介（札幌北楡病院小児思春期科）
FOXP3遺伝子多型と急性GVHDおよびCMV感染との関連性の検討
小笠原正浩（札幌北楡病院血液内科）
消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタゾンの安全性と有効性
鈴木 拓真（国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 薬剤部）
造血幹細胞移植後の慢性GVHDとして発症した再発性多発性筋炎
小西 達矢
（がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科）
同種造血幹細胞移植後器質化肺炎の発症様式と転帰
安達 慶高（江南厚生病院血液・腫瘍内科）
HLA半合致移植後のDLBCL再発に対してリツキサン・DLI併用が著効した一例
田平 優貴
（宮崎大学医学部内科学講座 消化器血液学分野 血液内科）
ステロイド抵抗性急性GVHDに対して間葉系幹細胞を使用した6症例の後方視的検討
深谷 真史
（静岡県立静岡がんセンター血液幹細胞移植科）
ドナー特異的HLA-C抗体に対して同抗原を発現した血小板輸注を行うも抗体価を減弱できなかった一例
山下 鷹也
（秋田大学血液内科）
末梢血幹細胞採取における採取前HPC測定の有用性の検討
小野本仁美
（兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療センター）
非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業について
高梨美乃子（日本赤十字社血液事業本部）
末梢血幹細胞採取施行開始時期の新たな指標(harvest-index)の考案
樋口 浩二（山梨大学病院 輸血細胞治療部）
初回採取不良のためプレリキサホル併用にて再度末梢血幹細胞採取を施行した小児固形腫瘍の3例
大原 喜裕（福島県立医科大学小児腫瘍内科）
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3月9日(土) 12:30〜13:00
第13会場(大阪国際会議場 12階 グラントック）

昌博（大阪母子医療センター

血液・腫瘍科）

当院無菌治療部における多職種連携促進のための課題調査
野田紗千恵（九州大学病院リハビリテーション部）
同種造血幹細胞移植前の栄養状態と移植前後の身体機能の関係
松永 佑哉
（名古屋第一赤十字病院 リハビリテーション科）
同種造血幹細胞移植患者における入院時の身体機能が転帰に及ぼす影響について
野中 拓馬（東海大学医学部付属病院 リハビリテーション技術科）
造血幹細胞移植患者における年齢による移植前後での身体機能の変化について
澤井将太朗
（札幌北楡病院リハビリテーション技術科）
重症複合免疫不全症に対する骨髄非破壊的前処置を用いた再移植
山田 悠司（国立成育医療研究センター小児がんセンター）
小児・ＡＹＡ世代がん患者の妊孕性温存支援の取り組み、
公的支援制度確立の必要性
田中 重勝
（特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会）
造血細胞移植の口腔粘膜炎に局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材（エピシル(R)口腔用液）
を用いた４症例
中川 美緒
（岡山大学病院医療支援歯科治療部）
高槻赤十字病院における同種造血幹細胞移植患者への臨床心理学的介入
岡村 宏美（高槻赤十字病院緩和ケア診療科）
高齢者造血幹細胞移植における栄養管理評価
伊藤 真紀（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 栄養科）
Inotuzumab Ozogamicinと臍帯血移植による再発難治性ALLの治療経験
磯部 優理（東京大学医科学研究所附属病院血液腫瘍内科）
同種造血幹細胞移植において骨髄異形成関連変化を伴う急性骨髄性白血病は予後因子とならない
李
尹河
（名古屋第一赤十字病院血液内科）
造血幹細胞移植を行った急性赤白血病の小児5症例
大場 詩子
（九州大学小児科）
進行期骨髄異形成症候群に対する移植前寛解導入化学療法の意義：傾向スコアマッチング解析
小沼 貴晶
（日本造血細胞移植学会成人骨髄異形成症候群ワーキンググループ）
ALDの移植前処置として少線量放射線、Flu併用時のL-PAM投与量の検討
大坪 慶輔
（東海大学医学部小児科）
高齢者に対するFlu/BU4/CA/TBI4による骨髄破壊的前処置を用いた臍帯血移植
神谷 千晴
（国立病院機構熊本医療センター 血液内科）
当院における高リスク神経芽腫の後方視的検討：Tandem high dose chemotherapyの試み
寶月 啓太
（東京大学小児科）
移植後再発に対し、骨髄非破壊的前処置を用いたKIRリガンドミスマッチ臍帯血移植を施行した乳児ALL
浅井
完
（産業医科大学小児科）
CML-BCに対してDSA陽性のHLA半合致ドナーから同種造血幹細胞移植を行った1例
白岩佐和子（東海大学血液腫瘍内科）
同種末梢血幹細胞移植後のPoor Graft Functionに対しeltrombopagを用いた1例
横山 寿行（国立病院機構仙台医療センター血液内科）
再発未分化大細胞型リンパ腫に対する同種移植後に発症したEBV-positive mucocutaneous ulcerの小児例
今村
勝（新潟大学小児科）
中枢神経浸潤を伴う移植後リンパ増殖性疾患に対してリツキシマブ静注が奏功した1例
深野 玲司（国立病院機構九州がんセンター小児科）
当施設における多発性骨髄腫患者における造血幹細胞移植後の予後因子の後方視的解析
三浦 大典（亀田総合病院血液腫瘍内科）
当院での多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植の成績
高橋 稚奈（富山県立中央病院 内科(血液)）
同種造血幹細胞移植後の肺合併症に対して生体肺移植を施行した1例
秋田 直洋（国立病院機構名古屋医療センター小児科）
同種移造血幹細胞植後に発症したautoimmune-like hepatitisの臨床像
藤田 昌宏
（東京都立駒込病院血液内科）
同種造血幹細胞移植患者における骨代謝マーカーの検討
黒澤 修兵（がん・感染症センター都立駒込病院血液内科）
移植関連微小血管症(TA-TMA)による致死的心筋虚血を発症した一例
佐々木 謙（東京大学医学部附属病院血液腫瘍内科）
造血幹細胞移植後微小PNH血球陽性のドナー型晩期生着不全を発症した急性リンパ性白血病
奈良 美保
（秋田大学血液・腎臓・膠原病内科）
同種造血幹細胞移植後の再発時にネフローゼ症候群を発症したフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
宮城
敬
（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院）
臍帯血移植における低用量リポソーマルアムホテリシンBの有効性と安全性
安
武夫
（東京大学医科学研究所附属病院薬剤部）
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