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特別演題プログラム

特別講演 1 Special Lecture 抄録：93 頁

Web 会場① 3 月 6 日（土）　10:05〜10:55

Chair：Masahiro lmamura（Department of Hematology, Sapporo Hokuyu Hospital）

SL1 History and Future of Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation
Rainer Storb

Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle Washington, USA
University of Washington, Seattle, Washington, USA

特別講演 2 Special Lecture 抄録：94 頁

Web 会場① 3 月 7 日（日）　9:40〜10:30

座長：田中　淳司（東京女子医科大学　血液内科学講座）

SL2 白血病のクローン多様性克服に向けて
How to tackle the challenges in overcoming the leukemia clonal heterogeneity?

前田　高宏
九州大学大学院医学研究院　プレシジョン医療学

会長シンポジウム Presidential symposium 抄録：95 頁

Web 会場① 3 月 6 日（土）　14:30〜16:30

［Cellular therapies to overcome intractable hematological malignancies-
New insight in NK cells］

Chair：Junji Tanaka（Department of Hematology, Tokyo Women’s Medical University）

PSY-1 The role of NK cells in cellular therapy for hematological malignancies
血液悪性疾患に対する細胞療法におけるNK細胞の役割

Junji Tanaka
Department of Hematology, Tokyo Women’s Medical University

PSY-2 NK Cell Therapy For Hematologic Malignancies: From Individual Donor To Off-
The-Shelf NK Products

Jeffrey S. Miller
University of Minnesota, Department of Medicine, Minneapolis, Minnesota, USA

PSY-3 Translating NK cell memory as cancer immunotherapy for hematologic 
malignancies

Todd A. Fehniger
Division of Oncology, Washington University School of Medicine, USA

PSY-4 CAR NK cells: a drive to the future of cell therapy
Katy Rezvani

Department of Stem Cell and Cellular Therapy, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA
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シンポジウム 1 Symposium 抄録：99 頁

Web 会場① 3 月 6 日（土）　8:00〜10:00

［Recent progress in conditionings for allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation］

座長：豊嶋　崇徳（北海道大学大学院医学研究院　血液内科学教室）

山本　久史（虎の門病院　血液内科）））））））））））））））））））））））

SY1-1 FluBuMel regimen を用いた前処置強化の試み
Intensification of conditioning without increasing toxicities using FluBuMel regimen

山本　久史
虎の門病院 血液内科

SY1-2 移植前処置における ATG の役割
Role of ATG in conditioning

白鳥　聡一
北海道大学大学院医学研究院　血液内科学教室

SY1-3 再生不良性貧血に対する移植前処置
Pre-transplant conditioning for aplastic anemia

賀古　真一
自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科

SY1-4 リンパ腫に対する自家移植の前治療
High dose chemotherapy regimens for autologous stem cell transplant in Lymphoma

近藤　英生
川崎医科大学 血液内科学

共催：協和キリン株式会社

シンポジウム 2 Symposium 抄録：103 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　16:30〜18:00

［GVHD 治療の現状と将来］
［New treatment for GVHD］

座長：前田　嘉信（岡山大学病院　血液・腫瘍内科）））））））））））））））））

宮本　敏浩（九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学分野）

SY2-1 分子標的薬時代の移植後 GVHD
Graft-versus-host disease in the era of molecularly targeted therapies

森　　康雄
九州大学病院 血液腫瘍心血管内科

SY2-2 腸管上皮細胞の組織代謝・恒常性と腸管 GVHD
Tissue metabolism and homeostasis in the intestinal GVHD

藤原　英晃
岡山大学病院　血液・腫瘍内科

SY2-3 病態生理から考えるこれからの GVHD 治療
New insight into pathophysiology and treatment of GVHD

橋本　大吾
北海道大学大学院医学研究院　血液内科学教室
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シンポジウム 3 Symposium 抄録：106 頁

Web 会場① 3 月 7 日（日）　8:00〜9:30

［CAR-T 療法の現状と将来］
［CAR-T therapy in near future］

座長：高橋　義行（名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学）））））））））））））））

藤原　　弘（三重大学大学院医学系研究科　個別化がん免疫治療学分野）

SY3-1 非ウイルスベクター法による CAR-T 療法
CAR-T therapy with non-viral gene delivery system

高橋　義行
名古屋大学大学院医学系研究科 小児科学

SY3-2 CAR-T 療法に関する最新の世界情勢
Current global situation of CAR-T therapy

藤原　　弘
三重大学大学院医学系研究科 個別化がん免疫治療学分野

SY3-3 CAR-T 療法の現状と将来
Future perspective of CAR -T cell therapy

保仙　直毅
大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学

シンポジウム 4 Symposium 抄録：109 頁

Web 会場① 3 月 7 日（日）　15:50〜17:20

［臍帯血移植の現状と将来］
［Recent advances in CBT］

座長：谷口　修一（虎の門病院　血液内科）））））））））））））））））））））））

高橋　　聡（東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科）

SY4-1 臍帯血移植の適正な移植前処置
Optimal conditioning intensity of cord blood transplantation

小沼　貴晶
東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科

SY4-2 臍帯血移植の合併症の現状と将来
Current status and future prospects of CBT associated complications

内田　直之
虎の門病院 血液内科

SY4-3 国際的視点から考える臍帯血移植成績の現状と未来　
Current status and future of outcomes of cord blood transplantation from international perspectives

諫田　淳也
京都大学医学部附属病院 血液内科
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特別企画 Special Planning 抄録：112 頁

Web 会場① 3 月 7 日（日）　12:30〜14:00

［新型コロナウイルス流行期における造血細胞移植領域の危機管理］
座長：内田　直之（虎の門病院　血液内科）））））））））））））

篠原　明仁（東京女子医科大学　血液内科学講座）

SP-1 新型コロナウイルス感染症と感染対策
COVID-19 and its infection prevention and control

忽那　賢志
国立国際医療研究センター 国際感染症対策室

SP-2 造血幹細胞移植患者を診療する施設の COVID-19 の危機管理
How to keep patients and health-care workers safe at the time of the COVID-19 pandemic

大澤　良介
亀田総合病院 感染症科

SP-3 新型コロナ感染期の造血細胞移植
Hematopoietic stem cell transplantation in COVID-19 era

豊嶋　崇徳
北海道大学大学院医学研究院　血液内科学教室

JSHCT-KSBMT Joint Symposium 抄録：115 頁

Web 会場② 3 月 7 日（日）　9:40〜11:20

［高齢者に対する移植・細胞療法］
［Transplantation and Cellular Therapy in Elderly Patients］

Chairs：Takanori Teshima（Hematology, Hokkaido University））））

Hoon Kook（Chonnam National University Medical School）

JS-1 Cord Blood Transplantation for Elderly Patients with Myeloid Malignancy
高齢者骨髄系腫瘍に対する臍帯血移植

Shuichi Taniguchi
Department of Hematology, Toranomon Hospital

JS-2 What are the risks and benefits of a transplant for elderly patients?
高齢者移植のリスクとベネフィットを考える

Sumiko Kobayashi
Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology, Department of Hematology

JS-3 Transplantation in elderly AML
Byung Sik Cho

Department of Hematology, Catholic Hematology Hospital, Seoul St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The
Catholic University of Korea

JS-4 Cellular immunotherapy for Multiple Myeloma: focus on non-CAR T cell
Sung-Hoon Jung

Department of Hematology and Oncology, Ewha Womans University Seoul Hospital
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ワークショップ 1 Workshop 抄録：119 頁

Web 会場② 3 月 6 日（土）　10:05〜11:35

［骨髄バンクの現状と課題］
座長：日野　雅之（大阪市立大学大学院医学研究科　血液腫瘍制御学）））

福田　隆浩（国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科）

WS1-1 骨髄バンクのコーディネート期間を短縮するには
To shorten the coordination period of JMDP donors

福田　隆浩
国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科

WS1-2 患者担当医からみた骨髄バンクの現状と課題
Current status and issues of Japan Marrow Donor Program, from transplant physician’s view

森　慎一郎
聖路加国際病院 血液内科

WS1-3 調整医師・採取医師からみた骨髄バンクの現状と課題
Current status and issues of the JMDP from coordinating or collection doctors

矢野　真吾
東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科

WS1-4 日本骨髄バンクの新たな取り組みについて
Recent Approach in Japan Marrow Donor Program

金森　平和
神奈川県立がんセンター　血液内科

ワークショップ 2 Workshop 抄録：123 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　14:35〜16:05

［臍帯血バンクの現状と課題］
座長：高梨美乃子（日本赤十字社血液事業本部　技術部）

谷口　修一（虎の門病院　血液内科）））））））））））））

WS2-1 臍帯血バンクの現状と課題
The current state and problems of cord blood banks in Japan

東　　史啓
日本赤十字社 血液事業本部

WS2-2 より良い臍帯血の保存公開に向けた中部さい帯血バンクの取り組み
Efforts to cryopreserve and supply high quality cord blood units in Central Japan Cord Blood Bank

○加藤　将大、松本加代子、加藤　剛二、森島　泰雄
中部さい帯血バンク

WS2-3 臍帯血採取の現場から
The actual conditions of umbilical cord blood sampling for hematopoietic stem cell transplantation

正岡　直樹
東京女子医科大学八千代医療センター
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ワークショップ 3 Workshop 抄録：126 頁

Web 会場② 3 月 7 日（日）　14:10〜15:40

［骨髄腫治療における細胞療法の位置づけ］
座長：神田　善伸（自治医科大学　内科学講座血液学部門）

萩原將太郎（東京女子医科大学　血液内科学講座）））

WS3-1 骨髄腫に対する自家細胞療法
Autologous Cell Therapy for Multiple Myeloma

萩原將太郎
東京女子医科大学 血液内科学講座

WS3-2 抗体薬時代における多発性骨髄腫に対する同種移植の位置づけ
The Role of Allogeneic Transplantation for Multiple Myeloma in the Era of Monoclonal Antibodies

塚田　信弘
日本赤十字社医療センター 血液内科

WS3-3 骨髄腫に対する NY-ESO-1 特異的 T 細胞療法
Promising NY-ESO-1-specific TCR-engineered T-cell therapy for refractory myeloma

渡辺　　隆
三重大学大学院医学系研究科　個別化がん免疫治療学

WS3-4 骨髄腫に対する CAR-T 療法
CAR T cell therapies for patients with multiple myeloma

皆方　大佑
自治医科大学附属病院　血液科

ワークショップ 4 Workshop 抄録：130 頁

Web 会場② 3 月 7 日（日）　15:50〜17:20

［小児移植医療の現状と課題］
座長：小林　良二（札幌北楡病院　小児思春期科）））））））））））））））））

松本　公一（国立成育医療研究センター 小児がんセンター）

WS4-1 小児血液疾患の移植適応は減っているのか？
Who should receive transplantation for pediatric hematologic diseases?

加藤　元博、松本　公一
国立成育医療研究センター

WS4-2 小児固形腫瘍に対する同種移植の可能性
Allogeneic stem cell transplantation for pediatric solid cancer

高橋　義行
名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学

WS4-3 小児移植後長期フォローアップの問題点
Long-term follow-up after childhood hematopoietic stem cell transplantation

清谷知賀子
国立成育医療研究センター



− 9 −

特
別
演
題

教育講演 1 Educational Lecture 抄録：133 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　8:00〜8:30

座長：黒川　峰夫（東京大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学）

EL1 ゲノム編集の臨床応用
Towards clinical application of genome editing

濡木　　理
東京大学大学院理学系研究科　生物化学専攻

教育講演 2 Educational Lecture 抄録：134 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　8:50〜9:20

座長：赤司　浩一（九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学分野）

EL2 急性骨髄性白血病のゲノム複雑性の理解と克服
Understanding genetically-complex AML

石川　文彦
理化学研究所 ヒト疾患モデル研究ユニット

教育講演 3 Educational Lecture 抄録：135 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　9:40〜10:10

座長：松村　　到（近畿大学医学部　血液・膠原病内科）

EL3 細胞療法の発展とレジストリ
Innovative Cellular Immunotherapies and Outcome Registry

熱田　由子
日本造血細胞移植データセンター

教育講演 4 Educational Lecture 抄録：136 頁

Web 会場⑤ 3 月 6 日（土）　10:30〜11:00

座長：千葉　　滋（筑波大学医学医療系　血液内科）

EL4 免疫チェックポイント阻害薬が造血幹細胞移植に与える影響
Effect of checkpoint inhibitor on hematopoietic stem cell transplantation

加藤　光次
九州大学病院  血液腫瘍心血管内科
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教育講演 5 Educational Lecture 抄録：137 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　8:00〜8:30

座長：木崎　昌弘（埼玉医科大学総合医療センター 血液内科）

EL5 骨髄異形成症候群と造血細胞移植
Hematopoietic cell transplantation for myelodysplastic syndromes

志関　雅幸
東京女子医科大学 血液内科学講座

教育講演 6 Educational Lecture 抄録：138 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　8:50〜9:20

座長：小松　則夫（順天堂大学大学院医学研究科　血液内科学）

EL6 骨髄増殖性腫瘍に対する造血細胞移植
Hematopoietic stem cell transplantation for myeloproliferative neoplasms

吉永健太郎
東京女子医科大学 血液内科学講座

教育講演 7 Educational Lecture 抄録：139 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　9:40〜10:10

座長：長藤　宏司（久留米大学医学部内科学講座　血液・腫瘍内科部門）

EL7 悪性リンパ腫に対する造血幹細胞移植
Role of stem cell transplantation for lymphoma

伊豆津宏二
国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科

教育講演 8 Educational Lecture 抄録：140 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　10:30〜11:00

座長：張替　秀郎（東北大学大学院医学系研究科　血液・免疫病学分野）

EL8 TA-TMA/SOS の診断と治療
Diagnosis and treatment of TA-TMA/SOS

池添　隆之
福島県立医科大学 血液内科学講座
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教育講演 9 Educational Lecture 抄録：141 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　12:45〜13:15

座長：赤塚　美樹（名古屋大学大学院医学系研究所　分子細胞免疫分野　特任研究プロジェクト）

EL9 移植関連肺合併症の診断と治療
Diagnosis and treatment of pulmonary complications following hematopoitic stem cell transplantation

土岐　典子
がん・感染症センター都立駒込病院　血液内科

教育講演 10 Educational Lecture 抄録：142 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　13:35〜14:05

座長：三谷　絹子（獨協医科大学　血液・腫瘍内科）

EL10 造血器腫瘍における免疫回避に寄与する遺伝子異常
Genetic alterations contributing to immune evasion in hematologic malignancies

片岡　圭亮
慶應義塾大学医学部　血液内科

特別教育講演 Special Educational Lecture 抄録：143 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　14:25〜14:55

Chair：Koichi Miyamura（Department of Hematology, Japanese Red Cross Nagoya First Hospital）

SEL Progress in the management of acute graft versus host disease
Andrea Bacigalupo

Institute of Hematology, Catholic University of the Sacred Heart, Agostino Gemel Ii University Hospital Foundation,
Rome, Italy 
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造血幹細胞移植推進事業フォーラム　The allied organizations forum for promoting hematopoietic stem cell transplantation 抄録：144 頁

Web 会場① 3 月 5 日（金）　16:05〜17:05

司会：豊嶋　崇徳（日本造血細胞移植学会　理事長）

FRM1 造血細胞移植と細胞治療のレジストリ　進捗報告
熱田　由子

日本造血細胞移植データセンター

FRM2 造血幹細胞移植支援システム医療機関支援機能の紹介
高梨美乃子

日本赤十字社血液事業本部　技術部

FRM3 骨髄バンク設立 30 年−どうにか若いドナーを増やしたい！
原田　彩加

日本骨髄バンク　広報渉外部

FRM4 造血幹細胞移植推進拠点病院事業の最近の話題
成田　朋子

厚生労働省　難病対策課　移植医療対策推進室

看護シンポジウム Nursing Symposium 抄録：145 頁

Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　15:20〜17:20

［新型コロナウィルス流行期における患者・家族・看護師の心のケア］
座長：大吉真貴子（東京女子医科大学病院　看護部）

犬童千恵子（虎の門病院　看護部）））））））））））

NSY-1 新型コロナウィルス感染症拡大禍にある移植後患者と支援者の QOL 向上のための支援
Support for improving the QOL of post-transplant patients and their caregivers during the COVID-19

○濱田のぞみ、長谷川里香、木村　聡巳、新田ひとみ、岡本あゆみ、石川　和枝
独立行政法人国立病院機構 米子医療センター

NSY-2 新型コロナウィルス禍における移植看護
Hematopoietic cell transplant Nursing under COVID-19 pandemic

吉田　千香
国立がん研究センター中央病院 看護部

NSY-3 LTFU 外来における小児‐AYA 世代への COVID-19 の影響
COVID-19 Impact  on  AYA generation in LTFU outpatient clinic

福地　朋子
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター　看護部

NSY-4 新型コロナウィルス感染症流行期における取り組み　看護管理者の視点から
Initiatives in the new coronavirus outbreak from the perspective of nursing administrators

犬童千恵子
虎の門病院 看護部
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看護教育講演 1 Nursing Educational Lecture 抄録：149 頁

Web 会場② 3 月 6 日（土）　9:00〜10:00

［基本から考える感染管理］
座長：高坂久美子（名古屋第一赤十字病院　看護部）

NEL1 基本から考える感染管理
Infection control from the basics

新井　誉子
日本大学医学部附属板橋病院

看護教育講演 2 Nursing Educational Lecture 抄録：150 頁

Web 会場② 3 月 7 日（日）　8:30〜9:30

［がんゲノム医療における看護師の役割］
座長：森　　一恵（関西国際大学保健医療学部　看護学科）

NEL2 がんゲノム医療における看護師の役割
The pursuit of nursing in Genomic Era

小笹　由香
東京医科歯科大学医学部附属病院

看護ブラッシュアップ研修　Bruch up on LTFU Nurse 抄録：151 頁

Web 会場② 3 月 6 日（土）　15:00〜16:30

座長：本間　清香（北海道大学病院　血液内科）））））））））

西本　仁美（岡山大学病院看護部　腫瘍センター）

［How to 予防接種］

BUN-1 同種造血細胞移植後成人患者における予防接種
Adult immunization after allogeneic hematopoietic cell transplantation

森　　有紀
虎の門病院 血液内科

BUN-2 LTFU 外来における同種造血幹細胞移植患者へのワクチン接種 〜感染症内科との連携〜
Vaccination for HSCT patients in LTFU clinic - Cooperation with Department of Infectious Diseases -

土井　久容
神戸大学医学部附属病院　看護部

BUN-3 LTFU 外来を開設後の現状
Current status after opening a long-term follow-up outpatient clinic

狗巻　見和
和歌山県立医科大学附属病院　看護部
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HCTC ワークショップ　HCTC Workshop 抄録：154 頁

Web 会場① 3 月 7 日（日）　14:10〜15:40

［血縁ドナーのより良い支援を考える］
座長：森　慎一郎（聖路加国際病院　血液内科）））））））））））））））））））））

永井　有香（静岡県立静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科）

HCTC-1 Keynote
森　慎一郎

聖路加国際病院　血液内科

HCTC-2 血縁ドナー候補者への説明と病院間連携
Tips for family donor coordination for stem cell transplantation

立花美智子1,2）

1）千葉大学医学部附属病院 血液内科、2）千葉大学医学部附属病院 造血細胞移植センター

HCTC-3 血縁ドナーの思いに寄り添う採取後の支援
How I support related donors' feelings after hematopoietic stem cell harvesting

武田みずほ
名古屋第一赤十字病院

HCTC-4 ドナーになる子どもたち
Children as donors

井上　雅美
大阪母子医療センター　血液・腫瘍科

チーム医療 Team Approach 抄録：158 頁

Web 会場① 3 月 6 日（土）　16:35〜18:05

［新型コロナウイルス流行期におけるチーム医療の実践］
座長：一戸　辰夫（広島大学原爆放射線医科学研究所　血液・腫瘍内科分野）

近藤　咲子（慶應義塾大学病院　看護部）））））））））））））））））））））））））））

TA-1 新型コロナウイルス院内感染症の実態及びチーム医療の実践
A real situation of nosocomial COVID-19 and team medical care in our institution

萩原　政夫
永寿総合病院

TA-2 当院における新型コロナウイルス感染症と移植医療の実際
Practice of hematopoietic stem cell transplantation in our hospital during COVID-19 pandemic

熱田　雄也
がん・感染症センター都立駒込病院

TA-3 東京女子医大病院における新型コロナウイルス対応と看護
小山　美樹

東京女子医科大学病院

TA-4 新型コロナウイルス流行期におけるコーディネート
Transplant Coordination in the era of COVID-19 pandemic

○金本美代子1）、池田　絵美2）、小瀧　美加1）、土岐　典子1）

1）がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科、2）がん・感染症センター都立駒込病院 看護部
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日本造血細胞移植学会学会賞受賞記念講演 JSHCT Prize Commemorative Lecture 抄録：（39・40）頁

メイン会場 3 月 6 日（土）　12:55〜13:35

42 回総会受賞       臍帯血移植の臨床開発 −骨髄移植から細胞療法への道−
The road from bone marrow transplant to cellular therapy
-Clinical use of stem cell derived from cord blood-

高橋　　聡
東京大学医科学研究所　先端医療研究センター　分子療法分野

43 回総会受賞       HHV-6 脳炎の解明と克服を目指して
Aiming to elucidate the clinical significance of HHV-6 encephalitis in allogeneic stem cell
transplantation

緒方　正男
大分大学医学部附属病院　血液内科

プレナリーセッション　Plenary Session 抄録：162 頁

メイン会場 3 月 6 日（土）　13:40〜14:25

座長：中尾　眞二（金沢大学血液内科・呼吸器内科）

PL-1 欧州および日本における GVHD が成人単一臍帯血移植成績に及ぼす影響の比較
Impact of GVHD on outcomes after adult single CBT in European and Japanese

○諫田　淳也1）、林　　裕美1,2,3）、Ruggeri Annalisa2,3,4）、木村　文彦5）、
Volt Fernanda2,3）、高橋　　聡6）、賀古　真一7）、Tozatto-Maio Karina2,3,8）、
柳田　正光9）、Sanz Guillermo10）、内田　直之11）、Angelucci Emanuele12）、
加藤せい子13）、Mohty Mohamad14,15）、Forcade Edouard16）、田中　正嗣17）、
Sierra Jorge18）、太田　貴徳19）、Saccardi Riccardo20）、福田　隆浩21）、
一戸　辰夫22）、木村　貴文23）、Rocha Vanderson2,3）、岡本真一郎24）、
Nagler Arnon25,26）、熱田　由子27）、Gluckman Eliane2,3）

1）京都大学医学部附属病院、2）Eurocord、3）Monacord、4）IRCCS San Raffaele Scientific Institute、
5）防衛医科大学校病院、6）東京大学医科学研究所附属病院、7）自治医科大学附属さいたま医療センター、
8）Universidade de Sao Paulo、9）愛知県がんセンター、10）Hospital Universitario y Politecnico La Fe、
11）虎の門病院 血液内科、12）Ospedale San Martino、13）東京大学医学部研究所附属病院、
14）APHP, Hopital Saint Antoine、15）Sorbonne University、16）CHU Bordeaux、17）神奈川県立がんセンター、
18）Hospital Santa Creu i Sant Pau、19）北九州市立医療センター、20）Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi、
21）国立がん研究センター中央病院、22）広島大学原爆放射線医科学研究所、23）日本赤十字社近畿ブロック血液センター、
24）慶應義塾大学医学部、25）The Chaim Sheba Medical Center、26）EBMT Data Office, Hopital Saint Antoine、
27）日本造血細胞移植データセンター

PL-2 治療抵抗性重症急性GVHDに対する臍帯由来間葉系細胞療法の第1相臨床試験
A phase I study of umbilical cord-derived MSC therapy for treatment-resistant severe acute GVHD

○長村登紀子1,2）、加藤せい子2）、磯部　優理2）、名島　悠峰3）、土岐　典子3）、山本　久史4）、
内田　直之4）、高橋　敦子1）、長村　文孝5）、大橋　一輝3）、東條　有伸2）

1）東京大学医科学研究所附属病院　セルプロセッシング・輸血部、2）東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科、
3）がん・感染症センター東京都立駒込病院　血液内科、4）虎の門病院　血液内科、
5）東京大学医科学研究所附属病院 TR・治験センター

PL-3 非血縁者間末梢血幹細胞移植における Anti-thymocyte globulin の意義
Anti-thymocyte globulin in patients undergoing unrelated PBSCT

○白鳥　聡一1）、杉田　純一1）、藤　　重夫2）、青木　　淳3）、澤　　正史4）、小澤　幸泰5）、
橋本　大吾1,15）、松岡　賢市6）、今田　和典7）、土岐　典子8）、芦田　隆司9）、上田　恭典10）、
一戸　辰夫11）、寺倉精太郎12）、森島　聡子13）、熱田　由子14）、福田　隆浩3）、豊嶋　崇徳1,15）

1）北海道大学病院, 血液内科、2）大阪国際がんセンター, 血液内科、3）国立がん研究センター中央病院, 造血幹細胞移植科、
4）安城更生病院, 血液・腫瘍内科、5）名古屋第一赤十字病院, 血液内科、6）岡山大学病院, 血液・腫瘍内科、
7）大阪赤十字病院, 血液内科、8）がん・感染症センター 都立駒込病院, 血液内科、9）近畿大学病院, 血液・膠原病内科、
10）公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院, 血液内科、
11）広島大学原爆放射線医科学研究所, 血液・腫瘍内科研究分野、12）名古屋大学大学院医学系研究科, 血液・腫瘍内科学、
13）琉球大学大学院医学研究科, 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）、14）日本造血細胞移植データセンター、
15）北海道大学大学院医学研究院, 血液内科学教室




