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［幹細胞採取と動員］
Stem Cell Mobilization and Harvest

P-001 予測至適処理血液量を用いた末梢血幹細胞採取の有用性
Verification of our calculation method of the optimal processed blood volume in PBSC collection

○松井勇二郎1）、青木　孝友2,3）、清田麻里奈1）、山戸　和貴2,3）、百合野彩乃2,3）、和佐野智美1）、
上村　智彦2,3）

1）原三信病院　臨床検査科、2）原三信病院　血液内科、3）福岡BMTグループ

P-002 自家末梢血幹細胞移植における CD34 陽性細胞の必要最小量
The minimum required dose of CD34+ cells in autologous peripheral blood stem cell transplantation

○林田　裕樹、本田　　晃、正本　庸介、遠山　和博、黒川　峰夫
東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科

P-003 当院における健常人ドナーの末梢血幹細胞採取の後方視的解析
Retrospective analysis of harvesting peripheral blood stem cells from healthy donors in our hospital

○加藤　　豊、吉永健太郎、竜崎　理子、渡邉　　彩、飯塚　有希、糸井　　覚、田中　紀奈、
石山みどり、篠原　明仁、萩原將太郎、志関　雅幸、田中　淳司
東京女子医科大学

P-004 自家末梢血幹細胞の動員促進におけるプレリキサホルの安全性と有効性の検討
―使用成績調査―
Safety and effectiveness of plerixafor for autologous stem cell mobilization

○塚田　信弘1）、錦織　桃子2）、飯田　真介3）、後藤　裕明4）、金森　里英5）、仁科　哲史6）、
瀬戸　武士6）

1）日本赤十字社医療センター　血液内科、2）京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学、
3）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体総合医療学講座　血液・腫瘍内科学、
4）神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科、
5）サノフィ株式会社　サノフィジェンザイムメディカル本部オンコロジー領域メディカル部、
6）サノフィ株式会社　メディカルアフェアーズ本部　製造販売後レギュラトリースタディ

P-005 当科で受け取った骨髄移植片の液量およびバッグの状態について
The amount of the bone marrow graft and the condition of the collection bag received at our division

○原口　京子1,2）、中川　美子1）、渡邉芙由子1）、渡邉　　玲1）、岡崎江里子1）、大矢　未来1）、
石橋小百合1）、佐久間香枝1）、西村　加世1）、新谷　直樹3）、遠矢　　嵩3）、清水　啓明3）、
名島　悠峰3）、小林　　武3）、土岐　典子3）、奧山　美樹1）

1）がん・感染症センター 都立駒込病院　輸血・細胞治療科、
2）日本輸血・細胞治療学会 細胞治療委員会 造血細胞検査ワーキンググループ、3）がん・感染症センター 都立駒込病院 血液内科

P-006 維持透析中の多発性骨髄腫へのプレリキサホル投与
Plerixafor for PBSC mobilisation in dialysis-dependent myeloma patients

○妙中隆大朗、小原　鉄兵、河野健太郎、青木　健一、小川　亮介
独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院

P-007 骨髄採取シミュレーターの開発
Development of bone marrow harvest simulator

○小池　隆志1）、今井　枝里1）、大坪　慶輔1）、秋山　康介1）、外山　大輔1）、金子　綾太1）、
藤田　祥央1）、小金澤征也1）、山本　将平2）、望月　博之1）、矢部　普正2）

1）東海大学　小児科、2）東海大学　先端医療科学
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［移植ソース］
Stem Cell Source

P-008 当院における ATG 併用 HLA 半合致同種末梢血幹細胞移植の成績
Retrospective analysis of haploidentical peripheral blood stem cell transplantation with ATG

○田中　一典、塩入　勇翔、中島　彰宏、永尾　侑平、鐘野　勝洋、小野田昌弘、横田　　朗
千葉市立青葉病院

P-009 PTCy 法を用いた HLA 半合致移植 11 例の後方視的検討
Retrospective analysis of haploidentical PBSCT using PTCy for eleven patients

○伊藤　　真、尾関　和貴、飯田しおり、河村　優磨、鵜飼　　俊、佐合　　健、後藤　実世、
福島　庸晃、河野　彰夫
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　血液・腫瘍内科

P-010 新型コロナウイルス感染拡大下での非血縁凍結骨髄移植の一例
A case of unrelated cryopreserved bone marrow transplantation in the spread of Novel Coronavirus

○飯野　忠史、横尾　眞子、佐野　晴彦、近藤　誠司
佐賀県医療センター好生館 血液内科

P-011 新型コロナウイルス感染症流行下で海外在住同胞ドナーから移植を行った治療抵抗性
急性骨髄性白血病
Refractory AML transplanted from a sibling donor living abroad during the COVID-19 pandemic

○泉　　陽彦1）、立花　崇孝1）、宮崎　拓也1）、金森　平和1）、田中　正嗣1）、中島　秀明2）

1）神奈川県立がんセンター 血液内科、2）横浜市立大学医学部　血液・免疫・感染症内科学

P-012 他院より移送した凍結幹細胞を用いた自家末梢血幹細胞移植
Autologous PBSCT in which cryopreserved stem cells were transferred from other institutions

○竹下　昌孝1,2）、小玉　信之1,2）、比島　智子2）、岡﨑　幸治1）、奥田　優子1）、平井　理泉1）、
谷村　　聡1）、工藤　大輔1）、三輪　哲義1,2）

1）東京北医療センター血液内科、2）国際骨髄腫先端治療研究センター

P-013 指数関数的増幅モデルを用いた好中球回復の勢いは臍帯血移植の予後を推定する
Momentum of neutrophil recovery using exponential growth model predicts prognosis of CBT

○磯部　優理、小沼　貴晶、加藤せい子、岡部　基人、大岩　真希、高橋　　聡、東條　有伸
東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科

P-014 ドナー特異的 HLA 抗体陽性でありながら臍帯血移植の生着が得られた MDS-EB-1 例
Successful engraftment of CBT in a case of MDS-EB-1 with donor-specific HLA antibodies

○山野　塁子1）、岩城　憲子1）、材木　義隆1）、丸山　裕之1）、水牧　裕希2）、石山　　謙1）、
中尾　眞二1）

1）金沢大学附属病院、2）恵寿金沢病院血液内科

P-015 PTCY を用いた HLA 半合致同種末梢血造血幹細胞移植が有効であった重症型再生不良性
貧血の一例
Haplo-identical PBSCT for patients with  severe aplastic anemia using PTCY

○田近　賢二1）、玉井　勇人2）、中山　一隆1）

1）横浜南共済病院、2）川崎市立多摩病院

P-016 同系移植を行った重症再生不良性貧血の小児例
Syngeneic bone marrow transplantation for pediatric severe aplastic anemia

○遠藤　幹也、三浦　翔子、朝倉　賀子、林　　祐子、平井　大士、小山耕太郎、高橋　卓也
岩手医科大学小児科
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［前処置］
Conditioning Regimens

P-017 単一施設における ATG と PTCY を用いた半合致移植の臨床成績の比較
Comparison of clinical outcomes among ATG and PTCY HLA-haploidentical HCT -single center analysis

○米沢　穂高、柴崎　康彦、武田　ルイ、片桐　隆幸、布施　香子、成田美和子、曽根　博仁、
増子　正義
新潟大学医歯学総合病院

P-018 小児造血器腫瘍における毒性軽減前処置とハプロ移植は移植成績を向上させるか？
当院の 135 例の解析
Does the combination of reduced toxicity conditioning and haplo-HCT improve the HCT outcomes?

○吉見　　愛1）、加藤　啓輔1）、池邉　記士1）、小林　千恵2）、小池　和俊1）、土田　昌宏1）

1）茨城県立こども病院小児血液腫瘍科、2）茨城県立こども病院総合診療科

P-019 数日間の造血細胞移植前処置の中断が臨床経過に与える影響
Interruption of conditioning for allo-HCT does not affect clinical outcomes other than chronic GVHD

○松島　　悟、小林　良二、堀　　大紀、柳　　将人、小玉　浩弥、鈴木　大介、小林　邦彦
札幌北楡病院

P-020 ALL に対して ETP 60mg/kg+CY+TBI を前処置に用いた同種移植の治療成績
Outcome of ETP 60mg/kg+CY+TBI conditioning regimen of  Allogeneic HCT for ALL

○横山　洋紀、齋藤　　健、石井　敬人、仲野　　彩、石井　彰子、桃木真美子、望月　泰孝、
郡司　匡弘、福島　僚子、勝部　敦史、塩田　祐子、島田　　貴、矢野　真吾
東京慈恵会医科大学

P-021 FLU/BU/MEL を前処置とした PBSCT における ATG の効果と副作用
Safety and efficacy of ATG in patients undergoing PBSCT after FLU/BU/MEL regimen

○山田　真也、畑田　達哉、梶川　清芽、中川　紀温、近藤　恭夫、奥村　廣和
富山県立中央病院

P-022 小児血液悪性腫瘍に対する 8-Gy 全身放射線照射の長期予後
Long-term outcomes of 8-Gy TBI-based conditioning regimen for pediatric hematological malignancies

○師川　紘一1）、平林　耕一1）、大倉　絵梨1）、盛田　大介1）、齋藤　章治1）、田中　美幸1）、
柳沢　　龍2）、坂下　一夫3）、中沢　洋三1）

1）信州大学医学部小児医学教室、2）信州大学医学部附属病院輸血部、3）長野県立こども病院血液腫瘍科

P-023 トモセラピーを用いた移植前処置の有効性と安全性の後方視的解析
Retrospective analysis of the efficacy and safety of conditioning regimen using Helical Tomotherapy

○小田原　淳1）、中野　伸亮1）、徳永　雅仁1）、宮園　卓宜1）、内山　典明2）、西田　博利2）、
宇都宮　與1）、伊藤　能清1）

1）今村総合病院血液内科、2）今村総合病院放射線科

P-024 移植前処置に伴う下痢および低蛋白血症と予後の関係
Examination of the prognostic effects of diarrhea and hypoproteinemia associated with conditioning

○小玉　浩弥、小林　良二、鈴木　大介、柳　　将人、堀　　大紀、松島　　悟、小林　邦彦
札幌北楡病院 小児思春期科

P-025 芽球 80%残存の非寛解期再発難治性 AML に対し HLA 半合致移植を施行し長期生存を
得た一例
Successful haploidentical transplantation for non remission relapsed and refractory AML

○山崎　皓平1）、長田　　眞1）、國枝　尚子1）、平尾　磨樹1）、塚田　唯子1）、廣瀬　茂道2）、
菊池　隆秀1）

1）東京都済生会中央病院　血液内科、2）東京都済生会中央病院　病理診断科
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P-026 ニロチニブによる治療後に、HLA1 座不一致同胞間骨髄移植を施行した侵襲性全身性肥
満細胞症
A case of aggressive systemic mastocytosis who received R-BMT after nilotinib therapy

○前村　　遼1）、村松　秀城1）、吉田　太郎1）、今屋　雅之1）、山森　彩子1）、若松　　学1）、
三輪田俊介1）、成田幸太郎1）、谷口理恵子1）、市川　大輔1）、濱田　太立1）、西川　英里1）、
川島　　希1）、成田　　敦1）、奥野　友介1）、西尾　信博1）、小島　勢二1）、三浦　浩樹2）、
田中真己人2）、工藤　寿子2）、吉川　哲史2）、山田　勢至3）、伊藤　雅文4）、高橋　義行1）

1）名古屋大学大学院医学系研究科小児科学、2）藤田医科大学医学部小児科学、3）藤田医科大学医学部病理診断科、
4）名古屋第一赤十字病院病理部

P-027 造血細胞移植前に橋渡し治療としてブリナツモマブを用いた乳児急性リンパ性白血病の
1 例
A case with infantile ALL who underwent HSCT following bridging therapy with blinatumomab

○北澤　宏展、土屋　研人、山下　大紀、佐治木大知、坂口　大俊、吉田　奈央、濱　　麻人
名古屋第一赤十字病院小児科
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［支持療法］
Supportive Care

P-028 HPA-15b 抗体と血小板造血回復との関連性を示した臍帯血移植の 1 例
A case of CBT suggesting the relation between anti-HPA-15b and platelet recovery

○安見　正人1）、遠藤　誉也1）、草壁　信輔1）、烏野　隆博1）、高　　陽淑2）、坂本　広惠2）、
井上　広子2）

1）りんくう総合医療センター、2）日本赤十字社　近畿ブロック血液センター

P-029 Del273 変異を伴う BCR/ABL 陽性急性白血病に対する ponatinib の有効性
Efficacy of ponatinib in BCR-ABL-positive acute leukemia associated with the del273 mutation

○野口　侑真1）、名島　悠峰1）、神原　康弘1）、小沼　亮介1）、須崎　　賢1）、熱田　雄也1）、
安達　弘人1）、和田　敦司1）、岸田　侑也1）、内堀　雄介1）、丸毛　淳史1）、迎　　純一1）、
新谷　直樹1）、遠矢　　嵩1）、五十嵐愛子1）、清水　啓明1）、小林　　武1）、立花　崇孝2）、
坂巻　　壽1）、大橋　一輝1）、土岐　典子1）

1）東京都立駒込病院 血液内科、2）神奈川県立がんセンター 血液内科

P-030 骨髄非破壊的臍帯血移植において腎機能が赤血球輸血量に与える影響
Effect of eGFR on erythrocyte transfusion in non-myeloablative cord blood transplantation

○岩間　幹一、山口津加彩、松井茉里奈、塚田　端夫、梶原　耕一、山田　一成、幸道　秀樹、
香西　康司
多摩総合医療センター
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［移植免疫（急性GVHD）］
Transplant Immunity/Acute GVHD

P-031 複数回移植における移植後シクロフォスファミド(PTCY)による GVHD 予防に関する後
方視的検討
A retrospective study of GVHD prophylaxis with PTCY in second/third HLA haploidentical PBSCT

○大津　雅広1）、幸地　　祐1）、吉本　五一1）、吉田　周郎2）、門脇　賢典3）、次郎丸高志4）、
島　　隆宏1）、森　　康雄1）、沼田　晃彦1）、加藤　光次1）、谷本　一樹4）、岩崎　浩己3）、
衛藤　徹也2）、宮本　敏浩1）、赤司　浩一1）

1）九州大学病院　病態修復内科、2）浜の町病院　血液内科、3）九州医療センター　血液内科、4）福岡赤十字病院　血液内科

P-032 臍帯血移植における GVHD 予防目的の Short MTX 用量についての後方視的検討
The impact of the dosage of short MTX on GVHD prophylaxis in cord blood transplantation

○深谷　真史、吉嗣加奈子、式　　郁恵、榎並　輝和、多々良礼音、池田　宇次
静岡県立静岡がんセンター

P-033 小児造血幹細胞移植患者の消化管 GVHD に対する経口ベクロメタゾン製剤の使用経験
Oral beclomethasone dipropionate for treatment of gastrointestinal GVHD in pediatric HSCT patients

○赤羽　弘資1）、渡邊　　敦1）、笠井　　慎1）、原間　大輔1）、篠原　珠緒1）、杣津　晋平1）、
大城　浩子1）、合井久美子1）、杉田　完爾1）、犬飼　岳史1）、一瀬　　彩2）、小澤　知尋2）、
鈴木　正彦2）

1）山梨大学小児科、2）山梨大学医学部附属病院薬剤部

P-034 タクロリムス単剤での GVHD 予防による臍帯血移植後早期の CD8 陽性 T 細胞、NK 細胞
の動態
Transition of CD8+ T-cell and NK cell in CBT with tacrolimus alone as a GVHD prophylaxis

○中野　伸亮、小田原　淳、徳永　雅仁、宮園　卓宜、宇都宮　與、伊藤　能清
今村総合病院 血液内科

P-035 非血縁者間骨髄移植後のステロイド抵抗性腸管移植片対宿主病に対しベドリズマブが有効
であった 7 歳男児
A 7-year-old boy who responded to vedolizumab for steroid-refractory gut graft-versus-host disease

○西川　英里、村松　秀城、吉田　太郎、今屋　雅之、若松　　学、三輪田俊介、山森　彩子、
成田幸太郎、谷口理恵子、濱田　太立、川島　　希、成田　　敦、奥野　友介、西尾　信博、
小島　勢二、高橋　義行
名古屋大学医学部大学院医学系研究科

P-036 間葉系幹細胞輸注不応の重症腸管 GVHD に対するブデソニド併用の有効性
Budesonide is effective against MSC-refractory severe acute intestinal GVHD

○名部　彰悟、谷本　一史、丸田　雅樹、池田　祐一、越智　俊元、加藤　潤一、波呂　　卓、
山之内　純、竹中　克斗
愛媛大学医学部第一内科

P-037 AML に対する 2 回目の同種移植後に、急性 GVHD として甲状腺炎を来したと考えられた
1 例
Posttrasplant thyroiditis as acute GVHD following the second allogenic SCT for refractory AML

○河田　岳人1,2）、万代　和宏1）、平沼　直子1）、藤原　健祐1）、日向　瑞貴1）、木場　悠介1）、
三谷早智子1）、為金　　現1）、渡邊　光正1）

1）兵庫県立尼崎総合医療センター、2）京都大学大学院医学研究科　血液内科学

P-038 骨髄破壊的前処置を用いた臍帯血移植後に二次治療抵抗性の重症急性 GVHD を発症した
2 例
Refractory severe GVHD after myeloablative CBT with calcineurin inhibitor and mycophenolate mofetil

○服部　大樹1,2）、鈴木　一史1,2）、田上　　晋1,2）、長尾　　陸1,2）、石井　敬人2）、横山　洋紀2）、
齋藤　　健2）、香取美津治1,2）、増岡　秀一1,2）、西脇　嘉一1,2）、矢野　真吾2）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院　腫瘍・血液内科、2）東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科
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［移植免疫（慢性GVHD）］
Transplant Immunity/Chronic GVHD

P-039 慢性移植片対宿主病に対する低強度免疫抑制治療
Low-intensity immunosuppressive therapy for chronic graft-versus-host disease

○吉村　一樹、木村　俊一、中村　侑平、河村　匡捷、竹下　絢子、吉野　　望、三崎柚季子、
松見　信平、後明晃由美、赤星　　佑、玉置　雅治、楠田　待子、亀田　和明、和田　英則、
佐藤　美樹、斎藤　桐子、仲宗根秀樹、賀古　真一、神田　善伸
自治医科大学附属さいたま医療センター

P-040 同種移植後再発急性リンパ性白血病に対し Blinatumomab 投与後、肺 GVHD のコント
ロールに難渋した一例
A case of  thoracic air leak syndrome after treatment with Blinatumomab for relapsed ALL post

○大野沙耶香1）、大島　　渚1,2）、塚本　祥吉1,2）、中尾三四郎1）、田中　　茜1）、堀内　捷義1）、
久米　彩佳1）、和泉真太郎1）、松井愼一郎1）、鎌田　百合1）、柴宮明日香1）、石井　　改1）、
長井友莉恵1）、三科　達三1）、日野裕太郎1,2）、栢森　健介1,2）、武藤　朋也1,2）、三川　紫緒1,2,3）、
竹田　勇輔1,2）、三村　尚也1,2,3）、大和田千桂子1,2）、井関　　徹1,2,3）、堺田惠美子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、
3）千葉大学医学部附属病院 輸血・細胞療法部

P-041 包括的慢性 GVHD ユニットの計画決定が主治医の外来治療および患者生存アウトカムに
与える影響の検討
Treatment planning at GVHD clinic supports primary physician’s GVHD management and improves survival

○大引真理恵1）、熱田　由子2）、内藤　知希1）、石際　康平1）、武田健一郎1）、土門　洋祐1）、
一木　朝絵1）、江口　基紀1）、川口　裕佳1）、松本　玲奈1）、後藤　辰徳1）、森下　喬允1）、
小澤　幸泰1）、宮村　耕一1）

1）名古屋第一赤十字病院、2）日本造血細胞移植データセンター

P-042 非寛解小児 AML に対し、骨髄非破壊的前処置を用いた血縁者間骨髄移植後計画的 DLI を
実施した 1 例
Preemptive DLI following RIC with matched-related BMT in a child with non-remission relapsed AML

○松井　基浩、峯岸　英博、田中　克侑、横川　裕一、牧本　　敦、湯坐　有希
東京都立小児総合医療センター

P-043 当施設における臍帯血移植後の生着前免疫反応に関する後方視的検討
Analysis of preengraftment immune reactions after cord blood transplantation in our institute

○生駒　良和1）、早瀬　直輝1）、平手　友章2）、大城　一航2）、柴田　悠平1）、北川　順一1）、
後藤　尚絵1）、笠原　千嗣1）

1）岐阜市民病院　血液内科、2）岐阜市民病院　小児科
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［免疫療法/細胞療法］
Immunotherapy/Cell Therapy

P-044 重症白質脳症を合併した移植後再発 Ph 陽性 ALL 患者への CAR-T 細胞療法の経験
CAR T-cell therapy for a Ph+ ALL patient with a severe leukoencephalopathy who relapsed after BMT

○川端奈央子1）、平松　英文1）、赤澤　　嶺1）、田中　邦昭1）、上月　景弘1）、窪田　博仁1）、
才田　　聡1）、加藤　　格1）、梅田　雄嗣1）、平手　友章2）、神田　香織2）、足立　壯一3）、
滝田　順子1）

1）京都大学大学院医学研究科　発達小児科学、2）岐阜市民病院　小児科、3）京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻

P-045 難治性 DLBCL に対する CAR-T 療法施行後に発症した進行性多巣性白質脳症の一例
Progressive multifocal leukoencephalopathy after CAR-T therapy in a patient with refractory DLBCL

○森木　朝子、大東　寛幸、宮下　直樹、須藤　啓斗、日高　大輔、安本　篤史、後藤　秀樹、
杉田　純一、小野澤真弘、橋本　大吾、豊嶋　崇徳
北海道大学病院 血液内科

P-046 Tisagenlecleucel 治療後の末梢神経障害に伴う重症筋力低下
Severe motor weakness due to peripheral neuropathy developed after tisagenlecleucel

○久保木麻衣1）、梅澤　佳央1）、本村鷹太郎1）、東田　修二1,2）、山本　正英1）

1）東京医科歯科大学血液内科、2）東京医科歯科大学臨床検査科

P-047 同種骨髄移植後再発に対してドナーリンパ球輸注を施行した難治神経芽腫の一例
DLI in a child with relapse/refractory neuroblastoma after allogeneic bone marrow transplantation

○小森　一寿、内田恵理子、倉田　　敬、坂下　一夫
長野県立こども病院血液腫瘍科

P-048 再発・難治性 DLBCL に対する CAR-T 細胞治療後に PNH 型血球陽性の遷延性血球減少
を来した一例
Prolonged cytopenia with the presence of PNH-type cells in a DLBCL patient following CAR-T therapy

○宇都宮惟人1）、吉原　享子1）、吉原　　哲1）、平田　早希1）、佐守　真実1）、松田　育雄2）、
廣田　誠一2）、日笠　　聡1）

1）兵庫医科大学病院 　血液内科学、2）兵庫医科大学病院 　病院病理学

P-049 Tisagenlecleucel による再発・難治性 DLBCL の治療成績
Treatment outcome of relapse/refractory DLBCL by tisagenlecleucel

○北村　　亘1）、淺田　　騰1）、藤原　英晃1）、藤井　伸治2）、池内　一廣1）、高須賀裕樹1）、
大山　矩史1）、小林　宏紀1）、福見　拓也1）、佐伯　恭昌1）、廻　　勇輔1）、遠西　大輔1）、
西森　久和1）、藤井　敬子2）、松岡　賢市1）、松村　卓郎3）、今村　　豊4）、前田　嘉信1）

1）岡山大学病院 血液・腫瘍内科、2）岡山大学病院 輸血部、3）山口県立総合医療センター、4）雪の聖母会 聖マリア病院

P-050 中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）の同種移植後再発症例に対する tirabrutinib の
投与経験
Treatment with Tirabrutinib in patient with relapsed primary CNS lymphoma after allogeneic HSCT

○上原　康史、上野　稔幸、太田　貴徳、杉尾　康浩、大野　裕樹
北九州市立医療センター　血液内科
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［小児特有の移植適応疾患］
Child-specific Transplant Disease

P-051 同種骨髄移植を行った X 連鎖高 IgM 症候群の 1 例
Allogeneic bone marrow transplantation for X-linked hyper IgM syndrome–a case report–

○生嶋　　諒1）、大曽根眞也1）、甲山　　望2）、今村　俊彦1）、細井　　創1）

1）京都府立医科大学小児科、2）京都第一赤十字病院小児科

P-052 ヘモグロビン異常症への造血細胞移植の経験
Hematopoietic cell transplantation for congenital hemoglobinopathy or thalassemia

○加藤　啓輔、吉見　　愛、池邉　記士、小池　和俊、土田　昌宏
茨城県立こども病院

P-053 乳児期の骨髄移植後の生着不全に対し、再移植を施行した X-SCID の一例
Successful second BMT in a patient with X-SCID who received the first BMT in infancy

○原　　和也、井口　晶裕、真部　　淳、長　　祐子、寺下友佳代、平林　真介、山田　雅文、
竹崎俊一郎、植木　将弘、信田大喜子、大畑　央樹
北海道大学病院

P-054 脳症を発症した後に臍帯血移植を行った家族性血球貪食性リンパ組織球症の一例
Cord blood transplantation for a familial hemophagocytic lymphohistiocytosis after encephalopathy

○岡田　洋介1）、澤田　明久1）、比嘉　　猛2）、後藤　公寿1）、樋口　紘平1）、佐藤　真穂1）、
井上　雅美1）

1）大阪母子医療センター、2）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
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［移植成績（白血病）］
Transplant Outcomes/Acute Leukemia

P-055 大阪府の大規模リンケージデータを用いた成人急性骨髄性白血病の治療成績の検討
A retrospective analysis of adult AML patients using the Osaka Cancer Registry

○紀田　修平1）、藤　　重夫1）、柴田　久美1）、森島　敏隆2）、中田　佳世2）、宮代　　勲2）、
石川　　淳1）

1）大阪国際がんセンター　血液内科、2）大阪国際がんセンター　がん対策センター

P-056 同種造血幹細胞移植後再発に対する高齢患者臍帯血再移植症例の検討
Analysis of second CBT in over 60 years old patients with relapse after Allo-SCT

○原田　美香、小倉　和外、赤川　順子、齋藤　　輔、小林寿美子、宮腰重三郎
東京都健康長寿医療センター

P-057 Inotuzumab ozogamicin 投与後に施行した同種移植の有効性と安全性の検討
Efficacy and safety of allogeneic transplant after inotuzumab ozogamicin treatment

○小沼　亮介、清水　啓明、神原　康弘、須崎　　賢、安達　弘人、和田　敦司、岸田　侑也、
内堀　雄介、丸毛　淳史、野口　侑真、迎　　純一、新谷　直樹、遠矢　　嵩、五十嵐愛子、
名島　悠峰、小林　　武、大橋　一輝、坂巻　　壽、土岐　典子
がん・感染症センター 都立駒込病院

P-058 小児急性骨髄性白血病に対する骨髄非破壊的前処置による同種移植の検討
Allo-HSCT with reduced-intensity conditioning  for pediatric AML

○柳　　将人、小林　良二、松島　　悟、堀　　大紀、小玉　浩弥、鈴木　大介、小林　邦彦
札幌北楡病院

P-059 FLT3-ITD 変異を有する骨髄系腫瘍に対する同種造血幹細胞移植（第 2 報）
Allogeneic stem cell transplantation for myeloid malignancy with FLT3-ITD mutation, 2nd report

○皆内康一郎1）、岩﨑　純子1）、日高　大輔2）、小野澤真弘2）、若狭健太郎3）、森　　祐斗1）、
塚本しほり1）、吉田　匠汰1）、笠原　耕平1）、江端　　浩1）、高橋正二郎1）、岡田　耕平1）、
太田　秀一1）、豊嶋　崇徳2）、今村　雅寛1）

1）札幌北楡病院　血液内科、2）北海道大学病院　血液内科、3）帯広厚生病院　血液内科

P-060 FLT3 阻害薬により同種造血幹細胞移植に橋渡しできた t(6;9)(p23;q34)を伴う急性骨髄
性白血病の一例
A case of AML with t(6;9)(p23;q34) that could be bridged to allogeneic HSCT by FLT3 inhibitor

○幸地　　祐1）、光山　由祐1）、渡部　　遥1）、米川　晶子1）、江里口芳裕1）、森　　康雄1）、
籾井　健太3）、島　　隆宏1）、吉本　五一1）、沼田　晃彦1）、加藤　光次1）、宮本　敏浩1）、
前田　高宏4）、赤司　浩一1,2）

1）九州大学病院 病態修復内科、2）九州大学病院　遺伝子細胞療法部、3）九州大学　救命救急センター、
4）九州大学　大学院　医学研究院　臨床医学部門　内科学講座　プレシジョン医療学分野

P-061 ギルテリチニブを PTCY ハプロ移植前後に併用した FLT3-ITD 変異陽性難治性 AML の
2 例
Combination of HLA haplo-HSCT using PTCY with gilteritinib for refractory AML with FLT3-ITD mutation

○赤坂　尚司1）、小谷　槙一1）、丸山　　亙1）、右京　直哉1）、髙田　幸恵2）、大野　仁嗣1）

1）天理よろづ相談所病院　血液内科、2）天理よろづ相談所病院　南44病棟

P-062 当院における FLT3 阻害剤を使用した FLT3-ITD 変異陽性 AML6 例の報告
Efficacy and safety of FLT3 inhibitors for  six FLT3-ITD mutated AML patients  in our hospital

○田代　裕介、近藤　忠一、新井　康之、北脇　年雄、諫田　淳也、山下　浩平、高折　晃史
京都大学医学部附属病院
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P-063 難治性 FLT3-ITD 変異陽性 AML に対して同種移植への bridging として quizartinib を
使用した 2 例
Two cases of FLT3-ITD positive AML using Quizartinib for bridging to allogeneic transplantation.

○大月　俊輔、赤羽　大悟、片桐誠一朗、山田ありさ、森山　　充、勝呂多光子、吉澤成一郎、
古屋奈穂子、藤本　博昭、後藤　守孝、森本　隼多、鮎原　秀明、後藤　明彦
東京医科大学病院

P-064 Gilteritinib により寛解となり同種造血幹細胞移植を施行した再発・難治性 FLT3-ITD 変
異陽性 AML の 2 例
Remission induction of refractory FLT3-mutated AML with Gilteritinib followed by allogeneic HSCT

○佐守　真実1）、吉原　享子1）、海田　勝仁1）、寺本　昌弘1）、玉置　広哉1）、平田　早希1）、
宇都宮惟人1）、吉原　　哲1,2）、日笠　　聡1,2）

1）兵庫医科大学病院　血液内科、2）兵庫医科大学病院　輸血・細胞治療センター

P-065 Venetoclax plus low-dose cytarabine in Japanese patients with untreated
acute myeloid leukemia (AML)

○Chikashi Yoshida1）、Kenichi Ishizawa2）、Kensuke Usuki3）、Satoru Takada4）、Itaru Matsumura5）、
Nobuaki Dobashi6）、Yasushi Miyazaki7）、Toshihiro Miyamoto8）、Hiroatsu Iida9）、Norio Asou10）、
Junya Kuroda11）、Satoshi Ichikawa12）、Norio Komatsu13）、Wellington Mendes14）、
Hideyuki Honda15）、Sumiko Okubo16）、Misaki Kurokawa15）、Sathej Gopalakrishnan17）、
Qi Jiang14）、Andrew Wei18）、Takahiro Yamauchi19）

1）National Hospital Organization, Mito Medical Center, Ibarakimachi, Japan、
2）Yamagata University Hospital, Yamagata, Japan、3）NTT Medical Center Tokyo, Shinagawa, Japan、
4）Saiseikai Maebashi Hospital, Maebashi, Japan、5）Kindai University Hospital, Osaka, Japan、
6）The Jikei University Daisan Hospital, Tokyo, Japan、
7）Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University Hospital, Nagasaki, Japan、
8）Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan、
9）National Hospital Organization, Nagoya Medical Center, Nagoya, Japan、
10）International Medical Center, Saitama Medical University, Hidaka, Japan、
11）Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan、12）Tohoku University Hospital, Sendai, Japan、
13）Juntendo University Hospital, Bunkyo, Japan、14）AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA、
15）AbbVie GK, Tokyo, Japan、16）AbbVie GK., Osaka, Japan、
17）AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, Ludwigshafen, Germany、
18）The Alfred Hospital and Monash University, Melbourne, Victoria, Australia、
19）University of Fukui Hospital, Fukui, Japan

P-066 Venetoclax with azacitidine in Japanese patients with treatment-naive acute
myeloid leukemia

○Atsushi Shinagawa1） 、Courtney D. DiNardo2） 、Keith W. Pratz3） 、Kenichi Ishizawa4） 、
Toshihiro Miyamoto5） 、Norio Komatsu6） 、Yasuhiro Nakashima7） 、Chikashi Yoshida8） 、
Noriko Fukuhara9）、Kensuke Usuki10）、Takahiro Yamauchi11）、Noboru Asada12）、
Itaru Matsumura13）、Norio Asou14）、Ilseung Choi15）、Yasushi Miyazaki16）、Jalaja Potluri17）、
Hideyuki Honda18）、Sumiko Okubo19）、Misaki Kurokawa18）、Ying Zhou17）、Jiuhong Zha17）、
Kazuhito Yamamoto20）

1）Hitachi General Hospital, Hitachi, Ibaraki, Japan、
2）University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA、
3）Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, MD, USA、
4）Yamagata University Hospital, Yamagata, Japan、5）Kyushu University Hospital, Fukuoka, Japan、
6）Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan、7）Osaka City University Hospital, Osaka, Japan、
8）National Hospital Organization, Mito Medical Center, Ibarakimachi, Japan、
9）Tohoku University Hospital, Miyagi, Japan、10）NTT Medical Center Tokyo, Tokyo, Japan、
11）University of Fukui Hospital, Fukui, Japan、12）Okayama University Hospital, Okayama, Japan、
13）Kindai University Hospital, Osaka, Japan、14）Saitama Medical University International Medical Center, Saitama, Japan、
15）National Hospital Organization Kyushu Cancer Center, Fukuoka, Japan、
16）Nagasaki University Hospital, Nagasaki, Japan、17）AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA、
18）AbbVie GK, Tokyo, Japan、19）AbbVie GK, Osaka, Japan、20）Aichi Cancer Center, Aichi, Japan
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P-067 Real-World Treatment Patterns and Clinical Outcomes in Unfit Patients with
AML in Japan

○Masahiro Kizaki1）、Chikashi Yoshida2）、Takeshi Kondo3）、Hitoshi Kiyoi4）、Tomoki Ito5）、
Kazuhiko Yamamoto6）、Yasuyoshi Morita7）、Tetsuya Eto8）、Yuna Katsuoka9）、Naoki Takezako10）、
Nobuhiko Uoshima11）、Kazunori Imada12）、Jun Ando13）、Takuya Komeno2）、Akio Mori3）、
YuichiIshikawa4）、Atsushi Satake5）、JunichiWatanabe1）、YoshikoKawakami14）、
Tetsuo Morita14）、Ikue Taneike14）、Masahiko Nakayama14）、Yinghui Duan15）、
Belen Garbayo Guijarro16）、Alexander Delgado17）、Cynthia Llamas15）、Toshihiro Miyamoto18）

1）Department of Hematology, Saitama Medical Center, Saitama Medical University, Saitama, Japan、
2）Department of Hematology, National Hospital Organization Mito Medical Center, Ibarakimachi, Japan、
3）Blood Disorders Center, Aiiku Hospital, Sapporo, Japan、
4）Department of Hematology and Oncology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan、
5）First Department of Internal Medicine, Kansai Medical University, Osaka, Japan、
6）Department of Hematology, Okayama City Hospital, Okayama, Japan、
7）Division of Hematology and Rheumatology, Department of Internal Medicine, Kindai University、
8）Department of Hematology, Hamanomachi Hospital, Fukuoka, Japan、
9）Department of Hematology, Sendai Medical Center, National Hospital Organization, Sendai, Japan、
10）Department of Hematology, Disaster Medical Center, Tokyo, Japan、
11）Department of Hematology, Kyoto Second Red Cross Hospital, Kyoto, Japan、
12）Department of Hematology, Japanese Red Cross Osaka Hospital, Osaka, Japan、
13）Department of Hematology, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan、
14）AbbVie GK, Tokyo, Japan、15）AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA、16）AbbVie Inc., Madrid, Spain、
17）AbbVie Inc., Singapore、
18）Medicine and Biosystemic Science, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University

P-068 FLT3-ITD 陽性寛解導入不能 AML に対し、Quizartinib によるブリッジングが奏功し
さい帯血移植を施行した一例
Successful treatment of refractory FLT3-ITD acute myeloid leukemia with Quizartinib prior to CBT

○菅　真紀子、福島健太郎、上田　智朗、吉田　好機、小池　　翠、戸田　　淳、芥田　敬吾、
日野　彬央、土居由貴子、長手　泰宏、藤田　二郎、横田　貴史、保仙　直毅
大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学

P-069 PTCy を用いた HLA 半合致移植を施行した骨髄性肉腫合併骨髄異形成症候群
Haploidentical transplantation using PTCy for myelodysplastic syndrome with myeloid sarcoma

○古本　嵩文1）、牧山　純也1）、鳥山　愛生1）、新野　大介2）、森内　幸美1）

1）佐世保市総合医療センター　血液内科、2）佐世保市総合医療センター　病理診断科

P-070 Tetrasomy 8 を有する急性骨髄単球性白血病に対して同種造血幹細胞移植を行った一例
UR-BMT for acute monoblastic leukemia with tetrasomy 8

○杉原　綾乃1）、浦田　真吾1）、坂本　愛子1）、徳山　貴人1）、松原　悦子1）、波呂　　卓2）、
上田　陽子1）、藤﨑　智明1）

1）松山赤十字病院、2）愛媛大学医学部付属病院

P-071 t (7;11)(p15;p15)転座を有する急性骨髄性白血病 2 例の比較と考察
Allogeneic stem cell transplantation for two AML patients with t (7;11)(p15;p15)

○日向　瑞貴、上堂　智貴、山本　昌平、万代　和宏、藤原　健祐、木場　悠介、三谷早智子、
河田　岳人、為金　　現、渡邊　光正
兵庫県立尼崎総合医療センター

P-072 非寛解期骨髄系腫瘍に対する移植前連続レジメンの検討
Sequential conditioning regimen in patients with myeloid neoplasm in non-remission

○立花　崇孝1）、泉　　陽彦1）、宮崎　拓也1）、金森　平和1）、中島　秀明2）

1）神奈川県立がんセンター血液内科、2）横浜市立大学血液リウマチ感染症内科

P-073 臍帯血移植と移植後リツキシマブ投与により寛解が得られている乳児成熟 B 細胞性白血病
の一例
Refractory infantile mature B-cell leukemia treated with CBT and post-transplant rituximab

○中野　嘉子1,2）、山崎　夏維1）、仁谷　千賀1）、岡田　恵子1）、藤崎　弘之1）、原　　純一1）

1）大阪市立総合医療センター　小児血液腫瘍科　、2）東京大学医学部附属病院　小児科

P-074 第 1 寛解期に骨髄移植を施行した初期前駆 T 細胞性急性リンパ性白血病の 3 小児例
BMT in first remission for three pediatric patients with early T-cell precursor ALL

○佐治木大知、土屋　研人、山下　大紀、北澤　宏展、坂口　大俊、吉田　奈央、濱　　麻人
名古屋第一赤十字病院　小児医療センター　血液腫瘍科
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P-075 当院における T リンパ芽球性白血病/リンパ腫 10 例に対する同種造血幹細胞移植の治療
成績
Outcomes of alloHSCT for T-lymphoblastic leukemia/lymphoma

○渡邉　　彩、加藤　　豊、糸井　　覚、竜崎　理子、飯塚　有希、田中　紀奈、石山みどり、
篠原　明仁、風間　啓至、萩原將太郎、吉永健太郎、志関　雅幸、田中　淳司
東京女子医科大学

P-076 当院における Ph 陽性急性白血病に対する同種移植
A retrospective analysis of allogeneic SCT for Ph positive acute leukemias

○河北　敏郎、村田　克美、今金　大輔、窪田　　晃、平野　太一、三井　士和、井上　佳子、
榮　　達智、原田奈穂子、日髙　道弘
国立病院機構熊本医療センター

P-077 再発時に表面抗原の変化を認めた Ph-like 急性リンパ性白血病に対して同種移植を行っ
た 1 例
A case of Ph-like acute lymphoblastic leukemia successfully treated with stem cell transplantation

○迎　　純一1）、遠矢　　嵩1）、貞任　大地2,3）、渡部　　悟4）、平間千津子2,3）、小沼　亮介1）、
清水　啓明1）、名島　悠峰1）、小林　　武1）、加藤　元博5）、大木健太郎4）、大保木啓介3）、
原田　浩徳1,6）、大橋　一輝1）、出口　隆生5）、原田　結花2）、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　臨床研究支援室、
3）東京都医学総合研究所　ゲノム医学研究センター、4）国立成育医療研究センター研究所　小児血液・腫瘍研究部、
5）国立成育医療研究センター 小児がんセンター、6）東京薬科大学 生命科学部 腫瘍医科学教室

P-078 低 2 倍体前駆 B 細胞型急性リンパ性白血病への造血細胞移植
Hematopoietic cell transplantation for acute lymphoblastic leukemia with TP53-germ line mutation

○池邉　記士、吉見　　愛、加藤　啓補
茨城県立こども病院

P-079 再燃時の脾破裂を保存的に対応しながら非寛解期ハプロ移植を施行した T-ALL
A case of relapse/refractory T-ALL with spleen rupture

○平手　友章1,2）、北川　順一1）、早瀬　直輝1）、生駒　良和1）、大城　一航1,2）、柴田　悠平1）、
後藤　尚江1）、笠原　千嗣1）

1）岐阜市民病院　血液内科、2）岐阜市民病院　小児科
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［移植成績（MDS・MPN）］
Transplant Outcomes/Myelodysplastic Syndrome? Myeloproliferative Tumor

P-080 造血幹細胞移植が奏効した MLL 遺伝子変異合併 CML 急性転化（CML-BP）の 2 例
Two cases of CML blast crisis with MLL gene mutation for which allogenic SCT was successful

○丸橋　朋子1）、藤井　志朗1）、賀川久美子1）、中村　昌史1）、川田　知代2）、水口　槙子1）、
住谷　龍平1）、大浦　雅博1）、曽我部公子1）、高橋真美子1）、原田　武志1）、中村　信元1）、
三木　浩和3）、安倍　正博1）

1）徳島大学病院 血液内科、2）徳島県鳴門病院 内科、3）徳島大学病院　輸血・細胞治療部

P-081 当院における高齢者骨髄異形成症候群症例での同種幹細胞移植の検討
Allogeneic stem cell transplantation for elderly patients with MDS in single institution study

○井上　佳子、村田　克己、今金　大輔、窪田　　晃、平野　太一、三井　士和、榮　　達智、
原田奈穂子、河北　敏郎、日高　道弘
国立病院機構熊本医療センター

P-082 MDS-EB における移植前の cytoreductive chemotherapy の移植後成績に与える影響
The impact of pretransplant cytoreductive chemotherapy on the outcome of HSCT for MDS-EB

○丸山　裕之1）、山野　塁子1）、田辺　　命1）、高橋　稚奈1）、井美　達也1）、材木　義隆1）、
岩城　憲子1）、高松　博幸1）、石山　　謙1）、奥村　廣和2）、中尾　眞二1）

1）金沢大学付属病院　血液内科、2）富山県立中央病院　内科

P-083 妊娠中に診断された CMML-2 に対して同種移植を施行した一例
Successful treatment of chronic myelomonocytic leukemia 2 diagnosed during pregnancy

○木場　悠介、日向　瑞貴、上堂　智貴、山本　昌平、万代　和宏、藤原　健祐、三谷早智子、
河田　岳人、爲金　　現、渡邊　光正
兵庫県立尼崎総合医療センター

P-084 骨髄線維化を伴う骨髄系腫瘍に対する臍帯血移植
Cord blood transplantation for MDS with myelofibrosis remains a clinical challenge

○吉田　徹巳、枝廣　太郎、樗木　　錬、美濃　達治、川瀬　孝和、藤井　輝久、名越　久朗、
西澤　正俊、福島　伯泰、一戸　辰夫
広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野

P-085 骨髄線維症に対する同種移植に合併した肝中心静脈閉塞症
HSCT for myelofibrosis complicated with Veno-occlusive disease

○河野健太郎、妙中隆太朗、森　　匡平、小原　鉄兵、青木　健一、小川　亮介
JCHO九州病院
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［移植成績（リンパ腫・ATL）］
Transplant Outcomes/Malignant Lymphoma? ATL

P-086 びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫に対する自家移植後の長期観察報告
Long term follow-up after autologous transplantation for DLBCL

○兼子　裕人1）、吉田美穂子1）、志村　和穗1）、谷脇　雅史1,2）、古林　　勉3）、黒田　純也3）

1）愛生会山科病院血液内科、2）京都府立医科大学分子診断・治療学、3）京都府立医科大学血液内科

P-087 同種造血幹細胞移植後に神経リンパ腫症として再発した濾胞性リンパ腫の 2 例
Two cases of relapsed follicular lymphoma as presenting neurolymphomatosis after allogenic HSCT

○阿部　未玲、福原　規子、櫻井　一貴、橋本　和貴、古川瑛次郎、猪倉　恭子、小野寺晃一、
市川　　聡、大西　　康、横山　寿行、藤原実名美、張替　秀郎
東北大学病院　血液内科

P-088 ALK 阻害剤で寛解導入し施行した造血幹細胞移植後再発未分化大細胞型リンパ腫に対する
T 細胞充満ハプロ移植
T-cell-replete haploidentical SCT for a patient with relapsed ALCL after ALK inhibitor and allo-SCT

○高橋　信久1）、佐野　秀樹1）、望月　一弘1）、小林　正悟1）、大原　喜裕1）、工藤　新吾1）、
池田　和彦2）、坂田　尚己3）、菊田　　敦1）

1）福島県立医科大学 小児腫瘍科、2）福島県立医科大学　輸血・移植免疫学講座、3）近畿大学医学部　小児科

P-089 自家末梢血幹細胞移植を施行した中枢神経系リンパ腫 4 例のまとめ
Autologous peripheral blood stem cell transplantation for central nervous system lymphoma

○久保寺　愛、佐々木優弥、林　　清人、清水　　亮、石井　昭広、田中　宏明
国保旭中央病院

P-090 臍帯血移植にて生存し得た非寛解アグレッシブ NK 細胞白血病の 1 例
Umbilical cord blood transplantation in a patient with life-threatening aggressive NK cell leukemia

○増尾　優輝、國富あかね、髙木　梨恵、鹿野　　恵、中川　大志、成田　雄亮、森　美奈子、
内山　達樹、竹岡　友晴、塘　賢二郎、辻　　將公
大津赤十字病院

P-091 HLA 適合非血縁者間骨髄移植後、重症アトピー性皮膚炎及び PTCL 共に寛解となった一例
Resolution of severe atopic dermatitis following HLA matched UR-BMT for PTCL

○北村　典章1）、大河原紗代子1）、栗栖　理沙1）、清家　良子1）、奥　　昌彦1）、藤山　智宏2）、
後藤　　碧1）、渡辺　　徹1）、赤尾　健一1）、廣澤　　誠1）、川原　あい3）、中西　　司1）、
山口　享宏3）、田中　　綾1）、葛城　武文2）、東　　丈裕1）、森本　浩章1）、塚田　順一1）

1）産業医科大学病院、2）北九州総合病院、3）産業医科大学若松病院

P-092 回腸瘻管理下に移植後 CY を用いた HLA 半合致移植を行った進行期 T/NK 細胞リンパ腫
Haplo-SCT for aggressive T/NK cell lymphoma with ileostomy

○横尾　眞子1）、岡本　　翔1,2）、佐野　晴彦1）、飯野　忠史1）、近藤　誠司1）

1）佐賀県医療センター好生館　血液内科、2）佐賀大学医学部　血液・呼吸器・腫瘍内科

P-093 広範な皮膚症状を有する菌状息肉症に対して、同種造血幹細胞移植施行後に寛解を維持
している 2 例
Clinical Efficacy of Allo-SCT for Mycosis Fungoides with Systemic Dermopathy

○加藤　潤一1）、谷本　一史1）、名部　彰悟1）、丸田　雅樹1）、池田　祐一1）、越智　俊元1）、
波呂　　卓1）、小西　達矢1）、山之内　純1）、薬師神芳洋2）、竹中　克斗1）

1）愛媛大学医学部 第一内科、2）愛媛大学医学部附属病院　腫瘍センター
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P-094 ブレンツキシマブ ベドチンが奏効したさい帯血移植後再発 ATL
Successful treatment with brentuximab vedtin for relapsed ATL after cord blood transplantation

○加藤　丈晴1）、澤山　　靖1）、今泉　芳孝1）、桐野　祐子1）、児嶋　　梓1）、新山　侑生1）、
渡辺　春香1）、山田　悠一1）、藤岡真知子1）、坂本　　光1）、千綿　雅彦1）、佐藤　信也1）、
安東　恒史1）、波多　智子1）、新野　大介2）、宮﨑　泰司1）

1）長崎大学病院　血液内科、2）佐世保市総合医療センター　病理診断科

P-095 腫瘍随伴天疱瘡を伴う再発トランスフォーム濾胞性リンパ腫に対する PTCy を用いた
HLA 半合致移植
PT-Cy based haploidentical transplantation for a relapsed lymphoma associated with pemphigus

○川上　　学1）、田中久仁子2）、中江　吉希1）、加藤　るり1）、東山　眞里2）

1）日本生命病院　血液・化学療法内科、2）日本生命病院　皮膚科

P-096 非血縁者間骨髄移植前に Mogamulizumab 単剤治療を行った化学療法抵抗性 ATLL の
一例
A case of adult T-cell leukemia/lymphoma receiving mogamulizumab monotherapy preceding URBMT

○久保　龍大、大西　　康、橋本　和貴、櫻井　一貴、猪倉　恭子、古川瑛次郎、小野寺晃一、
市川　　聡、福原　規子、藤原　　亨、横山　寿行、藤原実名美、張替　秀郎
東北大学病院 血液内科

P-097 同種移植後にレナリドミドによる尿細管間質性腎炎を合併した成人 T 細胞白血病リンパ腫
Tubulointerstitial nephritis induced by lenalidomide for ATL after allogeneic HSCT

○中邑　幸伸1）、佐々木貴宏1）、德永　良洋1）、梶邑　泰子1）、松隈　雅史1）、山本　　薫1）、
上杉　憲子2）、湯尻　俊昭1）、谷澤　幸生1）

1）山口大学医学部附属病院、2）福岡大学医学部
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［移植成績（多発性骨髄腫・形質細胞性疾患）］
Transplant Outcomes/Multiple Myeloma? Plasma Cell Disorders

P-098 多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植の後方視的研究
A retrospective analysis of autologous stem cell transplantation for patients with multiple myeloma

○山田　知佳、多田　浩平、新田　彩巴、河原　宏紀、奥　　雄暉、由比　直樹、杉野　典子、
田嶌　政治、金子　仁臣、畑中　一生、水谷　知里、今田　和典
大阪赤十字病院血液内科

P-099 当院における多発性骨髄腫に対する自家移植の治療成績
Treatment outcome of autologous transplantation for multiple myeloma in our hospital

○守山　喬史、植田　裕子、石川　立則、吉岡　尚徳、牧田　雅典、角南　一貴
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 血液内科

P-100 当院における多発性骨髄腫患者の自家末梢血造血幹細胞移植：移植時期と回数による
比較
Comparison of the outcomes of ASCT in patients with multiple myeloma by the number of transplants

○藤森　千花、田中　紀奈、萩原將太郎、加藤　　豊、竜崎　理子、渡邉　　彩、飯塚　有希、
糸井　　覚、石山みどり、篠原　明仁、風間　啓至、吉永健太郎、志関　雅幸、田中　淳司
東京女子医科大学病院 血液内科

P-101 凝固第 XI 因子欠乏症を合併した形質細胞骨髄腫に対し自家末梢血幹細胞移植を施行した
1 例
Autologous stem cell transplantation for plasma cell  myeloma with Factor XI deficiency

○伊藤　俊朗、妹尾　　寧、平林　幸生、松澤　周治
NHOまつもと医療センター

P-102 ダラツムマブ治療後の第一寛解期で臍帯血移植を施行した形質細胞白血病
Successful treatment with CBT for plasma cell leukemia in first remission after daratumumab

○上野　稔幸、杉尾　康浩、上原　康史、太田　貴徳、大野　裕樹
北九州市立医療センター　血液内科

P-103 PTCy ハプロ移植と移植後の化学療法・DLI より長期生存を得た難治性多発性骨髄腫の
2 例
Additional chemotherapy and DLI after PTCy haplo-SCT improved the survival of two refractory myeloma

○井美　達也、高松　博幸、萩原　剛志、田辺　　命、髙橋　稚奈、山野　塁子、材木　義隆、
丸山　裕之、岩城　憲子、細川　晃平、石山　　謙、山﨑　宏人、中尾　眞二
金沢大学附属病院

P-104 Carfilzomib 含有救援療法後 2 回目の自家末梢血幹細胞移植を実施した再発多発性骨髄腫
の検討
Efficacy of salvage therapy with carfilzomib followed by 2nd aPBSCT in relapse myeloma patients

○水谷　信介1）、太田沙絵子1）、金山　悠加1）、服部　　雄1）、井上　　祐1）、村松　彩子1）、
岡本　明也1）、大西　朗生1）、水原健太郎1）、民西　葉子1）、伊佐　怜子1）、山口　順子1）、
藤野　貴大1）、西山　大地1）、木元　弥生1）、塚本　　拓1）、志村　勇司1）、古林　　勉1）、
堀池　重夫1）、志村　和穂2）、高橋　良一3）、兼子　裕人2）、黒田　純也1）

1）京都府立医科大学　血液内科、2）愛生会山科病院　血液内科、3）近江八幡市立総合医療センター　血液内科

P-105 自家末梢血幹細胞移植が著効した両側横隔神経麻痺合併 POEMS 症候群の一例
Successful treatment by auto-PBSCT in a case of POEMS syndrome with bilateral phrenic nerve palsy

○石山みどり、加藤　　豊、糸井　　覚、竜崎　理子、飯塚　有希、渡邉　　彩、田中　紀奈、
篠原　明仁、風間　啓至、萩原將太郎、吉永健太郎、志関　雅幸、田中　淳司
東京女子医科大学血液内科
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P-106 自家末梢血幹細胞移植施行後も末梢神経障害の改善が不良であった POEMS 症候群の
一例
A case of POEMS syndrome with poor improvement of peripheral neuropathy after auto-SCT

○扇屋　大輔1）、水間　敦士2）、岩田　紫乃1）、川上　翔平1）、白岩佐和子1）、原　隆二郎1）、
鈴木利貴央1）、今関　良子2）、瀧澤　俊也2）、川田　浩志1）、小川　吉明1）、安藤　　潔1）

1）東海大学医学部付属病院血液腫瘍内科、2）東海大学医学部付属病院神経内科
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［移植成績（再生不良性貧血）］
Transplant Outcomes/Aplastic Anemia

P-107 再生不良性貧血 25 例に対する同種造血幹細胞移植の治療成績
Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for 25 cases of aplastic anemia

○髙橋　稚奈1）、山野　塁子1）、田辺　　命1）、材木　義隆1）、丸山　裕之1）、井美　達也1）、
細川　晃平1）、岩城　憲子1）、高松　博幸1）、石山　　謙1）、山﨑　宏人2）、中尾　眞二1）

1）金沢大学附属病院　血液内科、2）金沢大学附属病院　輸血部

P-108 PTCY-HLA 半合致移植と顆粒球輸血により救命し得た感染性心内膜炎を伴う劇症型再生
不良性貧血の 1 例
PTCY-Haploidentical HSCT and GTX for a fulminant aplastic anemia with infectious endocarditis

○藤原　健祐、木場　悠介、上堂　智貴、山本　昌平、万代　和宏、平沼　直子、日向　瑞貴、
三谷早智子、河田　岳人、為金　　現、渡邊　光正
兵庫県立尼崎総合医療センター  血液内科

P-109 小児特発性再生不良性貧血に対する移植後シクロホスファミドを用いた HLA 不適合移植
HLA mismatched HSCT with post-transplant cyclophosphamide for pediatric idiopathic aplastic anemia

○岡本　賢治1）、大曽根眞也1）、松浦　　周1）、浅妻　正道1）、松岡　太朗1）、金山　拓誉2）、
今村　俊彦1）、細井　　創1）

1）京都府立医科大学附属病院　小児科、2）国立病院機構舞鶴医療センター　小児科

P-110 全身性エリテマトーデスに合併した再生不良性貧血に対して臍帯血移植を行った症例
Cord blood transplantation for aplastic anemia associated with systemic lupus erythematosus

○千綿　雅彦1,2）、澤山　　靖2）、坂本　　光1,2）、橋本　邦生3）、桐野　祐子2）、児嶋　　梓2）、
新山　侑生2）、渡辺　春香2）、山田　悠一2）、藤岡真知子1,2）、加藤　丈晴2）、佐藤　信也2）、
安東　恒二2）、今泉　芳孝2）、波多　智子2,4）、森内　浩幸3）、宮﨑　泰司1,2,4）

1）長崎大学大学院医歯薬総合研究科 原爆・ヒバクシャ医療部門 血液内科学分野、2）長崎大学病院 血液内科、
3）長崎大学病院　小児科、4）長崎大学 原爆・ヒバクシャ医療部門 血液内科学分野

P-111 ラブリズマブからエクリズマブへ切り替えて allo-HSCT を実施した AA/PNH 症候群
Switching ravulizumab to eculizumab as a bridging therapy to allo-HSCT for an AA/PNH patient

○坂本　　光1）、澤山　　靖1）、松尾　真稔2）、堀尾　謙介3）、藤岡真知子1）、加藤　丈晴1）、
佐藤　信也1）、安東　恒史1）、今泉　芳孝1）、波多　智子4）、西村　純一4）、宮﨑　泰司1）

1）長崎大学病院 血液内科、2）長崎原爆病院 血液内科、3）長崎県島原病院 血液内科、
4）大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科
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［移植成績（その他）］
Transplant Outcomes/Others

P-112 移植前の悪性腫瘍の既往歴は臍帯血移植後の予後に影響を与えるか？
Impact of a previous history of malignancy on prognosis after cord blood transplantation

○岡部　基人、小沼　貴晶、加藤せい子、磯部　優理、大岩　真希、高橋　　聡、東條　有伸
東京大学医科学研究所附属病院

P-113 再移植を要した慢性活動性 EB ウイルス感染症の 2 例
Two cases of chronic active EB virus infection needed secondary HSCT

○植村　　優1）、中谷　尚子1）、青砥　悠哉1）、二野菜々子1）、長野　智那1）、山本　暢之1）、
西村　範行2）、飯島　一誠1）

1）神戸大学大学院医学研究科、2）神戸大学大学院保健学科
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［微小残存病変と再発］
Minimal Residual Disease and Relapse

P-114 同種造血幹細胞移植後に再発した急性白血病に対する再移植例の経験
Real-world experience of second allogeneic HCT in patients with relapse after first allogenic HCT

○樗木　　錬1）、枝廣　太郎1）、名越　久朗1）、藤野　啓太1,2）、土石川佳世1）、美濃　達治1）、
吉田　徹巳1）、川瀬　孝和1）、平田　裕二1）、藤井　輝久3）、西澤　正俊4）、福島　伯泰1）、
一戸　辰夫1,4）

1）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、2）市立三次中央病院　内科、3）広島大学病院　輸血部、
4）広島大学　原爆放射線医科学研究所　次世代ゲノム細胞創薬分野

P-115 造血器腫瘍の移植後再発後に対する同種移植時の HCTCI の有用性の検討
Utility of HCT-CI in allo-SCT for relapsed hematological malignancies after SCT

○長内　聡子、篠原　明仁、大石　　愛、藤森　千花、佐藤　亜美、小林　茉弥、遠藤　美妃、
進藤　理穂、大嶋　祥子、糸井　　覚、竜崎　理子、飯塚　有希、渡邉　　彩、田中　紀奈、
石山みどり、風間　啓至、萩原將太郎、吉永健太郎、志関　雅幸、田中　淳司
東京女子医科大学病院　血液内科

P-116 当施設における再移植についての後方視的検討
Retrospective analysis of second allo-HSCT for post-HSCT relapse at our institute

○柴田　久美、藤　　重夫、紀田　修平、堤　　一仁、多田　雄真、油田さや子、政家　寛明、
石川　　淳
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター　血液内科

P-117 同種造血幹細胞移植後 very late relapse 症例の検討
A retrospective analysis of very late relapse after allogeneic HSCT

○神原　康弘、遠矢　　嵩、熱田　雄也、須崎　　賢、安達　弘人、小沼　亮介、和田　敦司、
岸田　侑也、内堀　雄介、野口　侑真、丸毛　淳史、迎　　純一、新谷　直樹、五十嵐愛子、
清水　啓明、名島　悠峰、小林　　武、大橋　一輝、坂巻　　壽、土岐　典子
がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科

P-118 同種移植後髄外再発に対してギルテリチニブが奏功した FLT3-ITD 変異陽性急性骨髄性
白血病
Gilteritinib treatment for extramedullary relapse of FLT3-ITD acute myeloid leukemia

○口分田貴裕、賴　　晋也、波江野高大、角谷　宏明、源　　周治、綿谷　陽作、芹澤憲太郎、
谷口　康博、森田　泰慶、田中　宏和、芦田　隆司、松村　　到
近畿大学

P-119 同種造血幹細胞移植後再発に対して Quizartinib が奏効した FLT3 変異陽性急性骨髄性
白血病の一例
Successful treatment with quizartinib for relapsed FLT3-ITD mutated AML after allo-PBSCT

○由比　直樹、水谷　知里、新田　彩巴、河原　宏紀、奥　　雄暉、山田　知佳、杉野　典子、
多田　浩平、田嶌　政治、金子　仁臣、畑中　一生、今田　和典
大阪赤十字病院

P-120 骨髄肉腫移植後再発時に gilteritinib 抵抗性を示した FLT3ITD 変異陽性 Cup-like blast 例
Gilteritinib resistant cup-like blast in a  patient of  FLT3ITD(+) post transplant relapse

○廣澤　　誠、渡辺　　徹、栗栖　理沙、清家　良子、奥　　昌彦、大河原紗代子、後藤　　碧、
渡辺　　徹、赤尾　健一、北村　典章、中西　　司、田中　　綾、東　　丈裕、森本　浩章、
塚田　順一
産業医科大学病院 血液内科
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P-121 微小残存腫瘍のため第一寛解期に強度減弱前処置で臍帯血移植した AML1/MTG8 陽性
AML の 1 例
A case of AML with AML1/MTG8 undergoing CBT with reduced intensity conditioning in CR1 due to MRD

○秋田　直洋、土屋　研人、山下　大紀、北澤　宏展、坂口　大俊、吉田　奈央、濱　　麻人
名古屋第一赤十字病院　小児医療センター　血液腫瘍科

P-122 2 度の造血細胞移植後に Major&minor-bcr/abl 共発現 clone の出現を認めた AML
AML with Major & minor-bcr/abl co-expressing clone after second hematopoietic cell transplants

○本宮奈津子1,2）、片桐　隆幸1）、武田　ルイ1）、水戸部正樹1）、米沢　穂高1）、諏訪部達也1）、
布施　香子1）、柴崎　康彦3）、瀧澤　　淳1）、曽根　博仁1）、増子　正義3）

1）新潟大学医歯学総合病院　血液内科、2）新潟医療生活協同組合　木戸病院、3）新潟大学医歯学総合病院　高密度無菌治療部

P-123 UCBT 後髄外腫瘤に対し放射線療法を施行した KIT 変異を有する t(8; 21) AML 患者の
一例
Successful radiotherapy after UCBT for extramedullary tumor in a patient with t(8;21) AML

○荒井　奈々、服部　憲路、中田　彩香、島田翔太郎、佐々木陽平、綿貫めぐみ、藤原　　峻、
川口有紀子、宇藤　　唯、松井　知治、柳沢　孝二、中牧　　剛
昭和大学医学部内科学講座血液内科学部門

P-124 同種造血幹細胞移植後白血病細胞の臓器浸潤によって心不全症状を引き起こした 2 例
CHF due to infiltration of leukemic cells in AML patients relapsed after allo BMT, two cases report

○原崎　頼子1）、鎌田　真弓1）、遠宮　靖雄2）、佐々木　治1）、加藤　　浩3）、手塚　文明4）

1）宮城県立がんセンター血液内科、2）宮城県立がんセンター臨床検査科、3）宮城県立がんセンダー腫瘍循環器科、
4）仙台赤十字病院病理科

P-125 Inotuzumab/Blinatumomab 逐次投与により寛解が得られ、同種移植を施行した再発・
難治性 Ph1 陽性 ALL
Bridging therapy to allogeneic stem cell transplantation with Inotuzumab/Blinatumomab for R/R Ph1ALL

○吉田　好機、福島健太郎、菅　真紀子、芥田　敬吾、上田　智朗、日野　彬央、土居由貴子、
長手　泰宏、藤田　二郎、横田　貴史、保仙　直毅
大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学

P-126 同種造血幹細胞移植後に再発した ALL に対して再移植前または後にブリナツモマブを用
いた 2 症例
Two cases of blinatumomab in front  or behind  2nd allogeneic HCT for  post-transplant relapsed ALL

○望月　泰孝、齋藤　　健、横山　洋紀、仲野　　彩、石井　敬人、石井　彰子、桃木真美子、
郡司　匡弘、福島　僚子、勝部　敦史、塩田　祐子、上田　響子、島田　　貴、矢野　真吾
東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科

P-127 2 回目の臍帯血移植により微小残存病変陰性を得た、CD19 loss を伴う急性混合性白血病
CD19-Negative Relapse of Mixed Phenotype Acute Leukemia : Complete MRD Response After Second CBT

○太田宗一郎1）、楠本　　茂1）、鈴木　智貴1）、萩原　真也1）、正木　彩子2）、河合　秋美1）、
白神　一秀1）、中村　智幸1）、平出賢太郎1）、大岩　加奈1）、木下史緒理1）、伊藤　　旭1）、
李　　政樹1）、小松　弘和1）、稲垣　　宏2）、飯田　真介1）

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　臨床病態病理学

P-128 同種移植後再発 ATL に対して Mogamulizumab 併用化学療法後、3 年以上寛解を維持
している一例
A case of relapsed ATL after allo-SCT who have got 2CR by mogamulizumab and chemotherapy for 3 years

○吉野　明久、吉田　周郎、藤井香菜江、下川　知則、林　　正康、松尾　弥生、栗山　拓郎、
衞藤　徹也
浜の町病院

P-129 同種造血幹細胞移植後再発の ATL に対してモガムリズマブとドナーリンパ球輸注を併用
した 3 例の検討
Three cases report: Relapsed ATL after allo-HSCT treated with mogamulizumab and  DLI

○青木　　淳、田中　　喬、佐野　隆浩、細羽　梨花、西村　　直、小島　　稔、伊藤　　歩、
稲本　賢弘、金　　成元、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
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［移植早期合併症］
Early Complications

P-130 HLA 不一致造血細胞移植における、血漿交換を用いないドナー特異的抗 HLA 抗体の減弱
Treatment of HLA donor-specific antibody not using plasma exchange in HLA mismatch transplantation

○岩井　俊樹1）、村松　彩子2）、西川　理菜1）、長田　浩明1）、栗山　幸大1）、大城　宗生1）、
杉谷　未央1）、平川　佳子1）、松本　洋典1）、内山　人二1）

1）京都第一赤十字病院、2）京都府立医科大学

P-131 高力価抗 HLA 抗体に対して Rituximab を使用し生着を達成した一例
Successful engraftment following the reduction of high anti-HLA antibody titer by rituximab

○和泉真太郎1）、日野裕太郎1,3）、大野沙耶香1）、三村　尚也1,2,3）、塚本　祥吉1,3）、田中 　茜1）、
堀内　捷義1）、久米　彩佳1）、松井愼一郎1）、鎌田　百合1）、柴宮明日香1）、中尾三四郎1）、
長井友莉恵1）、三科　達三1）、石井　　改1）、栢森　健介1,3）、大島　　渚1,3）、武藤　朋也1,3）、
三川　紫緒1,2,3）、竹田　勇輔1,3）、大和田千桂子1,3,4）、井関　　徹1,2,3）、堺田惠美子1,3）

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 輸血・細胞療法部、
3）千葉大学医学部附属病院 造血細胞移植センター、4）国際医療福祉大学医学部 血液内科

P-132 一次性生着不全に施行した臍帯血移植後に発症した重症急性肝 GVHD の一例
Severe acute liver GVHD after cord blood transplantation for primary graft failure

○塚田　端夫、山田　一成、山口津加彩、松井茉里奈、岩間　幹一、梶原　耕一、幸道　秀樹、
香西　康司
東京都立多摩総合医療センター

P-133 移植後関連血球貪食性リンパ組織球症における臨床像の後方視的解析
Clinical analysis of post-transplant associated hemophagocytic lymphohistiocytosis

○服部　憲路1）、佐藤　美鈴2）、上杉　由香1）、中田　彩香1）、佐々木陽平1）、島田翔太郎1）、
綿貫めぐみ1）、藤原　　峻1）、川口有紀子1）、荒井　奈々1）、宇藤　　唯1）、松井　知治1）、
柳沢　孝二1）、田原佐知子2）、家泉　桂一2）、中牧　　剛1）

1）昭和大学医学部内科学講座血液内科学部門、2）昭和大学病院臨床検査室

P-134 臍帯血移植後の血球貪食症候群に対してデキサメタゾンパルミチン酸の投与を行った
5 例の検討
Case series of 5 patients received dexamethasone palmitate for hemophagocytic syndrome in CBT

○桃木真美子、横山　洋紀、齋藤　　健、仲野　　彩、石井　敬人、石井　彰子、望月　泰孝、
郡司　匡弘、福島　僚子、勝部　敦史、塩田　祐子、島田　　貴、矢野　真吾
東京慈恵会医科大学附属病院

P-135 組織在住組織球の活性化による移植合併症で死亡した若年性骨髄単球性白血病の剖検所見
Pathology of a child with JMML died from the host-derived macrophage activation after allo-SCT

○渡辺　温子1）、太田　充彦1）、佐藤　次生2）、茅野　秀一3）、遠藤　琢也4）、清水　優輝1）、
福島　　敬1）、田中　竜平1）

1）埼玉医科大学国際医療センター小児腫瘍科、2）埼玉医科大学国際医療センター病理診断科、
3）埼玉医科大学保健医療学部臨床検査学科、4）埼玉医科大学病院小児科

P-136 造血幹細胞移植後に肝類洞閉塞症候群を発症した小児に対するデフィブロタイドの使用
経験
Experience with defibrotide in children with sinusoidal obstruction syndrome after HSCT

○井上　恭兵、荒川ゆうき、入倉　朋也、渡壁　麻依、平木　崇正、本田　　護、三谷　友一、
森　麻希子、福岡　講平、大嶋　宏一、康　　勝好
埼玉県立小児医療センター
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P-137 類洞閉塞症候群に対する Defibrotide の安全性と有効性の検討
Safety and efficacy of Defibrotide for sinusoidal obstruction syndrome

○木村　弘幸、白鳥　聡一、大東　寛幸、荒　　隆英、安本　篤史、後藤　秀樹、中川　雅夫、
杉田　純一、小野澤真弘、加畑　　馨、遠藤　知之、橋本　大吾、豊嶋　崇徳
北海道大学病院血液内科

P-138 臍帯血移植に伴う SOS/VOD に DF と rTM の併用が有効であった MPAL の一例
A case of MPAL in which the combined use of DF and rTM was effective for SOS / VOD

○遠藤麻美子、高橋　裕志、森　　博隆、大河原　浩、栁沼　真維、深津　真彦、原田　佳代、
木村　　哲、池添　隆之
福島県立医科大学

P-139 当院における同種造血幹細胞移植後肝類洞閉塞症候群の検討
Characteristics of sinusoidal obstruction syndrome after allogeneic  stem cell transplantation

○江端　　浩、高橋正二郎、伊東しほり、森　　祐斗、吉田　匠汰、笠原　耕平、岩崎　純子、
岡田　耕平、皆内康一郎、小笠原正浩、小林　直樹、今村　雅寛、太田　秀一
社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 血液内科

P-140 PTCy を用いた血縁者間 HLA 半合致移植後に SOS/VOD を発症し defibrotide にて治療
した二例
Two cases of SOS/VOD after haploidentical HSCT with PTCy, who were treated with defibrotide

○古山　悠里、黒羽　高志、土田　拓睦、海發　　茜、矢野　敏雄、古川　達雄
長岡赤十字病院

P-141 VOD/SOS を認めた移植患者に対する Defibrotide Sodium の効果に関しての当院での
後方視的検討
A retrospective study of the effects of Defibrotide for VOD/SOS : a single institution experience

○大山　矩史、藤井　伸治、池内　一廣、北村　　亘、高須賀裕樹、鴨井　千尋、淺田　　騰、
西森　久和、藤井　敬子、藤原　英晃、遠西　大輔、松岡　賢市、前田　嘉信
岡山大学病院血液・腫瘍内科

P-142 同種造血細胞移植後に発症した肝類洞閉塞症候群に対してデフィブロタイドによる治療
が著効した 2 症例
Successful treatment with defibrotide in two cases with sinusoidal obstruction syndrome after HSCT

○田代　晴加、雜賀　　渉、口分田美奈、永井　詩穂、浅井　　愛、岩佐磨佐紀、藤城　　綾、
西村　理恵、河原　真大、南口　仁志、木藤　克之、安藤　　朗
滋賀医科大学血液内科

P-143 Characteristics of hepatic SOS/VOD after allo-HCT in adults in Korea
○YoonJae-Ho、Cho Byung-Sik、Eom Ki-Seong、Kim Yoo-Jin、Min Chang-Ki、Cho Seok-Goo、

Kim Dong-Wook、Lee Jong Wook、Kim Hee-Je、Lee Seok
Catholic Hematology Hospital, Seoul St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea

P-144 同種造血幹細胞移植後の Fluid overload に対する tolvaptan の有用性
Tolvaptan for fluid overload after allogeneic stem cell transplantation

○田中　　喬、佐野　隆浩、細羽　梨花、西村　　直、青木　　淳、伊藤　　歩、小島　　稔、
稲本　賢弘、金　　成元、福田　隆浩
国立がん研究センター中央病院

P-145 慢性 GVHD を背景とする血球減少症をきたした 2 例の治療経過
Treatment response in 2 children who presented cGVHD-associated cytopenia

○谷ヶ崎　博、平井麻衣子、金澤　剛二、植野　　優、森岡　一朗
日本大学医学部

P-146 臍帯血移植(CBT)後に発症した移植後の食物アレルギー(TAFA)
Transplant-acquired food allergy after umbilical cord blood transplant

○岡田　睦実、丹羽諒太郎、恩田　佳幸、坂本宗一郎、安斎　尚之
高槻赤十字病院　血液内科
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P-147 同種造血幹細胞移植後の体液貯留は予後不良である
Fluid retention after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation has a poor prognosis

○宮下　直樹、須藤　啓斗、日高　大輔、大東　寛幸、荒　　隆英、白鳥　聡一、安本　篤史、
後藤　秀樹、杉田　純一、小野澤真弘、中川　雅夫、遠藤　知之、橋本　大吾、豊嶋　崇徳
北海道大学病院

P-148 同種移植後早期に合併した進行性の末梢性ニューロパチーに対して大量免疫グロブリン
療法が著効した一例
IVIG is useful strategy to the progressive peripheral neuropathy in the early after allo-SCT

○光山　由祐、迫田　哲平、島　　隆弘、森　　康雄、吉本　五一、沼田　晃彦、加藤　光次、
宮本　敏浩、赤司　浩一
九州大学病院血液腫瘍内科

P-149 移植後早期の尿中 NGAL 測定は移植後 AKI の早期発見や腎機能の予後予測に有用である
Urinary NGAL is useful for early detection of AKI and prediction of renal function early after HSCT

○多田　雄真、柴田　久美、紀田　修平、堤　　一仁、油田さや子、藤　　重夫、政家　寛明、
石川　　淳
大阪国際がんセンター 血液内科

P-150 レテルモビル投与下の同種造血幹細胞移植後好酸球増多
Eosinophilia during letermovir treatment after allogeneic HSCT

○細井　裕樹、村田　祥吾、蒸野　寿紀、田畑翔太朗、松山　依子、吉田　菊晃、赤木佑衣奈、
小浴　秀樹、田中　　顕、弘井　孝幸、山下　友佑、西川　彰則、田村　志宣、園木　孝志
和歌山県立医科大学
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［移植晩期合併症］
Late Complications

P-151 当科における allo-SCT 後晩期合併症の検討
The late complications after allo-SCT among 50 recipients: a single-center experience

○賀川久美子1）、藤井　志朗1）、中村　昌史1）、水口　槇子1）、住谷　龍平1）、大浦　雅博1）、
曽我部公子1）、丸橋　朋子1）、髙橋真美子1）、原田　武志1）、中村　信元1）、安倍　正博1）、
三木　浩和2）、近藤　正輝3）、竹田　滋郁3）、藤岡　綾女4）、鹿島　真弓4）、樫地　舞子4）、
木村　久美4）

1）徳島大学病院　血液内科、2）徳島大学病院　輸血・細胞治療部、3）徳島大学病院　薬剤部、
4）徳島大学病院　細胞治療センター

P-152 当院における悪性リンパ腫に対する自家造血幹細胞移植後の長期合併症
Late complications after autologous stem cell transplantation for malignant lymphoma in our hospital

○早田　洋樹1）、中村　隆久1）、知念　良顕1）、平川　浩一1）、香川　惠造2）

1）市立福知山市民病院　血液内科、2）同　消化器内科

P-153 同種造血幹細胞移植後晩期発症 EBV 関連リンパ増殖性疾患としての Burkitt リンパ腫の
一例
Burkitt lymphoma as late-onset post-transplant lymphoproliferative disease

○内堀　雄介1）、遠矢　　嵩1）、貞任　大地2,3）、平間　千津子2,3）、神原　康弘1）、熱田　雄也1）、
須崎　　賢1）、安達　弘人1）、小沼　亮介1）、和田　敦司1）、岸田　侑也1）、野口　侑真1）、
丸毛　淳史1）、迎　　純一1）、新谷　直樹1）、五十嵐　愛子1）、清水　啓明1）、名島　悠峰1）、
小林　　武1）、坂巻　　壽1）、大保木　啓介3）、原田　浩徳1,4）、大橋　一輝1）、原田　結花2）、
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　臨床研究支援室、
3）東京都医学総合研究所　ゲノム医学研究センター、4）東京薬科大学　腫瘍医科学教室

P-154 非血縁造血細胞移植後の重症慢性皮膚 GVHD に続発した多重二次がんの１剖検例
An autopsy case of multiple secondary cancers following severe chronic GVHD after unrelated HSCT

○本多　隆也1）、山岡　正慶1）、石氏　陽三2）、菊池　　亮3）、秋山　政晴1）

1）東京慈恵会医科大学付属病院 小児科、2）東京慈恵会医科大学付属病院 皮膚科、3）東京慈恵会医科大学付属病院 病院病理部

P-155 複数回の同種造血幹細胞移植後に急性進行性 PTLD を発症した 2 症例
2 cases of progressive PTLD after multiple allo-hematopietic stem cell transplantation

○佐藤　　諒、東梅　友美、市川　　翼、細川　雅司、柳谷　　稜、山田　　茜、相澤　桂子、
伊藤　　巧、氷室　真仁、山本　雅一、石澤　賢一
山形大学医学部 内科学第三講座 血液細胞治療分野

P-156 移植後ドナータイプ血球に DDX41 変異が認められたと考えられる骨髄異形成症候群の
1 例
A case of MDS with a relative donor type cell-derived DDX41 mutation after rPBSCT

○柴田　悠平1）、早瀬　直輝1）、生駒　良和1）、北川　順一1）、南谷　泰仁2）、小川　誠司2）、
笠原　千嗣1）

1）岐阜市民病院　血液内科、2）京都大学　腫瘍生物学講座

P-157 AML に対する uBMT 後に発症したドナー由来の Burkitt lymphoma に対し pseudo-
autologous HSCT を施行した一例
Pseudo-autologous HSCT for donor-derived burkitt lymphoma after allogeneic transplantation

○内海　紗江1）、幸地　　祐1）、田矢　祐規4）、谷口　志保1）、森　　康雄1）、仙波雄一郎1,6）、
宮脇　恒太1,5）、島　　隆宏1）、吉本　五一1）、沼田　晃彦1）、加藤　光次1）、前田　高宏3）、
内田　直之4）、宮本　敏浩1）、谷口　修一4）、赤司　浩一1,2）

1）九州大学病院　病態修復内科、2）九州大学病院　遺伝子細胞療法部、
3）九州大学大学院医学研究院　臨床医学部門内科学講座プレシジョン医療学分野、4）虎の門病院　血液内科、
5）久留米大学医学部　病理学講座、6）京都大学大学院　医学研究科腫瘍生物学
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P-158 MDS overt AML に対して臍帯血移植術を施行 4 年後に、古典的ホジキンリンパ腫を合
併した一例
Post-transplant Hodgkin lymphoma in an adult patient after CBT for MDS overt AML

○中田　康允、清水　誠一、伊藤　由布、鴨下　昌晴
総合病院土浦協同病院血液内科

P-159 同種移植後の晩期発症 CKD に対して腹膜透析を導入かつ維持している 2 症例
Case report: Successful treatment of long-onset CKD with peritoneal dialysis after allo-HSCT

○小宅　達郎、前田　峻大、清原　千貴、宮島　真理、大津　瑛裕、高野　　幹、西谷　真来、
菅原　教史、佐々木了政、岡野　良昭、古和田周吾、伊藤　薫樹
岩手医科大学

P-160 Apple Watch を用いた同種造血幹細胞移植後合併症検出の有用性
Apple Watch for detecting complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation

○蒸野　寿紀1）、西川　彰則1,2）、弘井　孝幸1）、松山　依子1）、細井　裕樹1）、村田　祥吾1）、
田村　志宣1）、園木　孝志1）

1）和歌山県立医科大学 血液内科、2）和歌山県立医科大学附属病院 医療情報部

P-161 慢性 GVHD との鑑別が困難であったボリコナゾールによる骨膜炎
Voriconazole-induced periostitis mimicking chronic GVHD symptoms

○石井　敬人、齋藤　　健、横山　洋紀、仲野　　彩、石井　彰子、望月　泰孝、桃木真美子、
郡司　匡弘、福島　僚子、勝部　敦史、島田　　貴、矢野　真吾
東京慈恵会医科大学附属病院

P-162 急性骨髄性白血病の中枢神経浸潤に対して全脳照射後に同種移植を行い晩期に放射線性
脳壊死を発症した一例
A case of brain necrosis after brain irradiation followed by R-PBSCT for AML with CNS infiltration

○清水　夕貴、高木　伸介、森　　有紀、荒井　奈々、山口　享祐、景山　康生、梶　　大介、
田矢　祐規、山本　久史、山本　　豪、内田　直之、谷口　修一
虎の門病院　血液内科

P-163 同種造血幹細胞移植後の閉塞性細気管支炎に対して脳死肺移植を施行した一例
A case of successful lung transplantation for bronchiolitis obliterans syndrome(BOS) after HSCT

○久米　彩佳1）、大和田千桂子1,2）、田中　　茜1）、堀内　捷義1）、大野沙耶香1）、和泉真太郎1）、
鎌田　百合1）、松井愼一郎1）、中尾三四郎1）、柴宮明日香1）、石井　　改1）、長井友莉恵1）、
三科　達三1）、日野祐太郎1,3）、栢森　健介1,3）、大島　　渚1,3）、武藤　朋也1,3）、塚本　祥吉1,3）、
三川　紫緒4）、竹田　勇輔1,3）、三村　尚也4）、井関　　徹4）、笠井　　大5）、寺田　二郎5）、
巽　浩一郎5）、中世古知昭2）、堺田惠美子1,3）

1）千葉大学医学部附属病院　血液内科、2）国際医療福祉大学成田病院 血液内科、
3）千葉大学医学部附属病院 造血細胞移植センター、4）千葉大学医学部附属病院 輸血・細胞療法部、
5）千葉大学医学部附属病院　呼吸器内科

P-164 造血幹細胞移植後の閉塞性細気管支炎に対し生体肺移植を行った再発 Ph 陽性 ALL の１例
Relapsed Ph-positive ALL received a lung transplant for bronchiolitis obliterans associated with SCT

○乙部　　裕1）、岩本彰太郎1）、花木　　良1）、天野敬史郎1）、豊田　秀実1）、伊達　洋至2）、
平山　雅浩1）

1）三重大学医学部付属病院小児科、2）京都大学医学部付属病院呼吸器外科

P-165 慢性眼 GVHD に対してステロイド及びタクロリムスの局所療法が奏功した 1 例
A case of ocular chronic GVHD treated with topical therapy with steroid and tacrolimus

○赤荻　杏奈1）、宮原　裕子1）、鈴木　　智2）、塚本　倫子2）、田村　直紀3）、大庭　章史1）、
川畑　徳浩1）、松井　道志1）、伊藤　　満1,4）

1）京都市立病院　血液内科、2）京都市立病院 　眼科、3）京都大学病院大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学、
4）京都市立病院 血液内科輸血・造血幹細胞移植科

P-166 3 回目の同種造血幹細胞移植後に特発性両側乳び胸を発症した 1 例
Idiopathic bilateral chylothorax after the third allogenic hematopoietic stem cell transplantation

○野口　和寛、伊川　泰広、坂井　勇太、藤木　俊寛、黒田　梨絵、和田　泰三
金沢大学附属病院
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［感染症（細菌）］
Infection/Bacterial

P-167 造血細胞移植後サルモネラ腸炎を認めた 2 例
Salmonella colitis in two cases after hematopoietic stem cell transplantation

○城島　浩人、今村　　豊、橋口　道俊、岡村　　孝
雪の聖母会 聖マリア病院

P-168 移植後シクロホスファミドを用いた HLA 半合致移植後にボツリヌス症を発症した再発
ALL の小児例
A pediatric case of Botulism after haploidentical HSCT using post cyclophosphamide for relapsed ALL

○髙杉　奈緒1）、下田木の実1）、太田　英仁1）、加登　翔太1）、関口　昌央1）、中野　嘉子1）、
池田麻穂子2）、岡　　　明3）、高橋　尚人1）、樋渡　光輝1,4）

1）東京大学小児科、2）東京大学感染症内科、3）埼玉県立小児医療センター、4）東京大学医学部附属病院無菌治療部
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［感染症（真菌）］
Infection/Fungal

P-169 同種造血幹細胞移植における真菌感染症予防法の検討
Evaluation of prevention of fungal infection in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

○安永　　愛1）、山崎　　翔1）、本田　　晃1）、牧　　宏彰1）、正本　庸介1）、黒川　峰夫1,2）

1）東京大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科、2）東京大学医学部附属病院 無菌治療部

P-170 HLA 半合致移植後に播種性ムーコル症による腸管壊死穿孔、腸骨動静脈血栓閉塞部周囲
膿瘍をきたした 1 例
A case of multiple vascular embolisms of mucor in the patient with AML after haploidentical SCT

○福永　景子、池亀　和博、日笠　　聡
兵庫医科大学病院

P-171 高齢者臍帯血移植における血清真菌マーカーの上昇が予後に与える影響についての検討
Study for the effect of elevated serum fungal markers after CBT on prognosis in the elderly patients

○齋藤　　輔、原田　美香、赤川　順子、小倉　和外、小林寿美子、宮腰重三郎
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 血液内科



− 76 −

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポスター発表 20 抄録：245 頁

［感染症（ウイルス）］
Infection/Viral

P-172 日本人 Allo-HSCT におけるレテルモビルの市販後調査 中間報告
Post-Marketing Surveillance of Letermovir in Japanese Allo-HSCT Recipients (interim report)

○平石　　至1）、上野　理恵1）、渡邊あすか2）、前川慎一郎2）

1）MSD株式会社 メディカルアフェアーズ、2）MSD株式会社 ファーマコビジランス

P-173 単一施設におけるレテルモビルによる同種移植後の CMV 再活性化予防の検討
Prevention of CMV reactivation with Letermovir after Allo-SCT in a single center analysis

○谷本　一史、名部　彰悟、丸田　雅樹、池田　祐一、越智　俊元、加藤　潤一、波呂　　卓、
山之内　純、竹中　克斗
愛媛大学医学部　第一内科

P-174 当院におけるレテルモビルの使用経験について
A Single institution experience of letermovir of allogeneic hematopoietic cell transplantation

○藤本　　昂、山田　　薫、藤原　亮介、嶋田　高広、花本　　仁
近畿大学奈良病院　血液内科

P-175 レテルモビルのサイトメガロウイルス感染症に対する予防効果
Preventive effect of letermovir against cytomegalovirus infection

○高橋　康之、木村　勇太、永沼　　謙、田中　佑加、富川　武樹、佐川　森彦、阿南　朋恵、
多林　孝之、中世古玲子、得平　道英、木崎　昌弘
埼玉医科大学総合医療センター 血液内科

P-176 造血幹細胞移植患者におけるレテルモビル併用によるタクロリムスクリアランスへの影響
Influence of the interaction between letermovir and tacrolimus on tacrolimus clearance

○福司　弥生1）、中島　寿久1）、稲本　賢弘2）、道家　由行1）、金　　成元2）、橋本　浩伸1）、
福田　隆浩2）、山口　正和1）

1）国立がん研究センター中央病院　薬剤部、2）国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科

P-177 レテルモビル予防終了後の CMV 再活性化の検討
Cytomegalovirus reactivation after letermovir prophylaxis in allogeneic HSCT

○古川瑛次郎、大西　　康、橋本　和貴、櫻井　一貴、猪倉　恭子、小野寺晃一、市川　　聡、
福原　規子、横山　寿行、藤原　　亨、藤原実名美、張替　秀郎
東北大学病院血液内科

P-178 自家末梢血幹細胞移植後に薬剤耐性サイトメガロウイルス感染症を発症した縦隔浸潤神
経芽腫の一例
Drug-resistant cytomegalovirus disease after autologous peripheral blood stem cell transplantation

○竹林　　晃1）、塩田　曜子1）、松川　幸弘1）、清水聡一郎1）、坂本　　淳1）、藤森健太郎1）、
寶月　啓太1）、松井　俊大1）、牛腸　義宏1）、須川　正啓1）、山田　悠司1）、坂本　謙一1）、
清谷知賀子1）、寺島　慶太1）、加藤　元博1）、富澤　大輔1）、出口　隆生1）、木戸口千晶2）、
宮入　　烈2）、樫塚　絵実3）、横井　　匡3）、藤　　　浩4）、山田　壮一5）、福士　秀悦5）、
松本　公一1）

1）国立成育医療研究センター　小児がんセンター、2）国立成育医療研究センター　感染症科、
3）国立成育医療研究センター　眼科、4）国立成育医療研究センター　放射線治療科、5）国立感染症研究所　ウィルス第一部

P-179 当院における同種造血幹細胞移植後ウイルス性出血性膀胱炎の特徴とデコイ細胞の予測
因子としての有用性
Characteristics of viral hemorrhagic cystitis after allo-HSCT and decoy cells as a predictive factor

○森　　祐斗、岡田　耕平、伊東しほり、吉田　匠汰、笠原　耕平、江端　　浩、岩﨑　純子、
高橋正二郎、皆内康一郎、小笠原正浩、小林　直樹、今村　雅寛、太田　秀一
札幌北楡病院
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P-180 再発 ALL に対する HLA ハプロ一致骨髄移植後のワクチン接種により水痘を発症した一
例
A case of chickenpox caused by vaccination after HLA haplo-matched BMT for recurrent ALL

○山下　大紀1）、土屋　研人1）、佐治木大知1）、北澤　宏展1）、坂口　大俊1）、土居崎小夜子1）、
吉田　奈央1）、濱　　麻人1）、鈴木　高子2）、鳥居　ゆか2）、伊藤　嘉規2）

1）名古屋第一赤十字病院小児医療センター血液腫瘍科、2）名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

P-181 同種造血幹細胞移植後に発症した水痘帯状疱疹ウイルス胃炎の 1 例
A case of Varicella-Zoster gastritis in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipient

○遠藤　誉也、草壁　信輔、安見　正人、烏野　隆博
地方独立行政法人 りんくう総合医療センター

P-182 カルシニューリン阻害薬誘発疼痛症候群類似の四肢筋肉痛で発症した HHV-6 脳脊髄炎
HHV-6 encephalomyelitis mimicking calcineurin inhibitor-induced pain syndrome

○北尾　章人1）、高倉　嗣丈1）、松本　咲耶1）、坂井　里奈1）、千々木瑠里1）、渡部まりか1）、
水谷　　優1）、藥師神公和1）、川本晋一郎2）、松岡　　広1）、南　　博信1）

1）神戸大学医学部附属病院　腫瘍・血液内科、2）神戸大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部

P-183 同種移植後 EBV 再活性化と同時期に亜急性甲状腺炎を発症した 1 例
Epstein-barr virus (EBV) reactivation and Subacute thyroiditis after cord blood transplantation

○田中　　茜1）、栢森　健介1,2）、堀内　捷義1）、久米　彩佳1）、大野沙耶香1）、和泉真太郎1）、
鎌田　百合1）、松井慎一郎1）、中尾三四郎1）、石井　　改1）、柴宮明日香1）、三科　達三1）、
長井友莉恵1）、日野裕太郎1,2）、大島　　渚1,2）、武藤　朋也1,2）、塚本　祥吉1,2）、
三川　紫緒1,2,3）、竹田　勇輔1,2）、三村　尚也1,2,3）、大和田千佳子1,4）、井関　　徹1,2,3）、
堺田惠美子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、
3）千葉大学医学部附属病院　輸血・細胞療法部、4）国際医療福祉大学医学部　血液内科

P-184 節性病変を伴わず、ARDS で発症した移植後リンパ増殖性疾患
A case of PTLD that had an onset of ARDS without nodal lesions

○細川恵理子1）、川島　一郎1）、中楯　礼人1）、松浦未乃莉1）、熊谷　拓磨1）、輿石めぐみ1）、
鈴木　　愛1）、山本　健夫1）、中嶌　　圭1）、田中　　勝1）、稲本　賢弘2）、福田　隆浩2）、
桐戸　敬太1）

1）山梨大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科、2）国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科

P-185 同種骨髄移植後に播種性アデノウイルス感染症を発症した一例
A case report of disseminated adenovirus infection after allogenic bone marrow transplantation

○森脇　健次、遠藤　慎也、杉谷　浩規、井上　明威、徳永　賢治、安永純一朗、松岡　雅雄
熊本大学病院

P-186 臍帯血移植後痙攣発作を繰り返し剖検でアデノウイルスによる広範囲中枢神経感染症と
診断された高齢者 MDS
Adenovirus CNS infection at autopsy after CBT in an elderly patient with MDS

○南　　研人1）、小林寿美子1）、齋藤　　輔1）、小松　明子2）、松原　知康2）、小松　大樹1）、
原田　美香1）、齊藤　祐子2）、片野　晴隆3）、小倉　和外1）、宮腰重三郎1）

1）地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 血液内科、2）地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター　病理診断科、
3）国立感染症研究所 感染病理部

P-187 自家末梢血幹細胞移植後に進行性多巣性白質脳症（PML）を発症した難治性ホジキン
リンパ腫
PML due to JC virus after autologous stem cell transplantation in a patient with Hodgkin lymphoma

○相澤　桂子1）、市川　　翼1）、佐藤　　諒1）、細川　雅司1）、鳥居　由佳2）、栁谷　　稜1）、
山田　　茜1）、伊藤　　巧1）、氷室　真仁1）、塩野　洋介3）、山本　雅一1）、東梅　友美1）、
石澤　賢一1）

1）山形大学医学部内科学第三講座、2）日本海総合病院、3）山形県立新庄病院
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P-188 水痘ワクチン接種を行うも ACV 少量長期内服終了後に VZV 髄膜炎をきたした同種移植
後 AML の 1 例
Varicella vaccine cannot prevent VZV meningitis after discontinuation of long term ACV for allo-HSCT

○堀内　捷義1）、竹田　勇輔1,2）、田中　　茜1）、大野沙耶香1）、久米　彩佳1）、和泉真太郎1）、
鎌田　百合1）、松井愼一郎1）、中尾三四郎1）、柴宮明日香1）、石井　　改1）、長井友莉恵1）、
三科　達三1）、日野裕太郎1,2）、栢森　健介1,2）、大島　　渚1,2）、武藤　朋也1,2）、塚本　祥吉1,2）、
三川　紫緒1,2,3）、三村　尚也1,2,3）、大和田千桂子1,4）、井関　　徹1,2,3）、中世古知昭1,4）、
堺田恵美子1,2,3）

1）千葉大学医学部附属病院、2）千葉大学医学部附属病院 造血細胞移植センター、
3）千葉大学医学部附属病院 輸血・細胞療法部、4）国際医療福祉大学医学部 血液内科
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［感染症（その他）］
Infection/Others

P-189 非血縁者間骨髄移植後アメーバ性脳膿瘍を発症した急性リンパ性白血病剖検症例
Postmortem diagnosis of Acanthamoeba brain abscess after unrelated bone marrow transplantation

○今村　　豊1）、橋口　通俊1）、城島　浩人1）、岡村　　孝1）、木村　芳三2）

1）雪の聖母会聖マリア病院　血液内科、2）雪の聖母会聖マリア病院　病理診断科
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［フォローアップ外来・QOL］
Follow-up and QOL

P-190 造血幹細胞移植後のフォローアップ外来における薬剤師の業務展開
〜静岡県立静岡がんセンターでの取り組み〜
Work development of pharmacists in LTFU

○粂　　哲雄1）、秋山　加菜1）、永井　有香2）、篠　　道弘1）、池田　宇次2）

1）静岡県立静岡がんセンター　薬剤部、2）静岡県立静岡がんセンター　血液・幹細胞移植科

P-191 造血細胞移植患者手帳の活用についての実態調査
A survey on utility of the patient pocketbook in long-term follow up after HSCT

○神澤　雅美1）、堀田いずみ1）、後藤　秀樹2）、山本真由美1）、中野　政子1）

1）北海道大学病院　看護部、2）北海道大学病院　血液内科

P-192 当院における造血幹細胞移植患者の妊孕性温存についての検討
Fertility preservation for patient having undergone HSC transplantation in our hospital

○飯田しおり、尾関　和貴、伊藤　　真、河村　優磨、鵜飼　　俊、佐合　　健、後藤　実世、
福島　庸晃、河野　彰夫
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　血液腫瘍内科

P-193 ＡＹＡ世代がん患者の妊孕性温存、公的支援制度確立の必要性
Preservation of fertility of AYA generation cancer patients, necessity of public system

○田中　重勝、野村　正満、大谷　貴子、若木　　換、北折健次郎、菅　　早苗、辻　　枝雄、
浅野　祐子、山崎　裕一
特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

P-194 Full-dose Bu による BMT 後に精子を保存し、TBI を含む再移植後に凍結精子で妊娠した
1 例
Impregnation by cryopreserved sperm obtained after BMT conditioned with full-dose Bu regimen

○秋山　康介1）、森本　　克1）、小池　隆志1）、今井　枝里1）、外山　大輔1）、金子　綾太1）、
藤田　祥央1）、小金澤征也1）、山本　将平1,2）、望月　博之1）、矢部　普正2）

1）東海大学医学部小児科、2）東海大学医学部先端医療科学
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［バンク・ドナー関連］
Hematopoietic Cell Transplant Coordinator and Coordinate

P-195 新型コロナウイルス拡大下における非血縁造血幹細胞移植コーディネートへの取り組み
について
Approach to safer unrelated transplants under COVID-19 pandemic

○小川みどり1）、家田　弘美1）、関本　京子1）、戸田　　泉1）、牧野　宜子1）、牧之瀬理恵1）、
松田　春菜1）、宮﨑　美恵1）、森　慎一郎2,4）、小寺　良尚3,5）

1）日本骨髄バンク　移植調整部、2）聖路加国際病院、3）愛知医科大学、4）日本骨髄バンク　医療委員会、
5）日本骨髄バンク　理事長

P-196 埼玉県立がんセンターでの新規業種としての造血細胞移植コーディネーター導入
Introduction of hematopoietic cell transplant coordinator as a new industry at Saitama Cancer Center

○飯崎　淑恵、川村眞智子、湯浅　博美、久保田靖子、小林　泰文、柵木　信男
埼玉県立がんセンター　血液内科

P-197 非血縁ドナーコーディネートの検証：COVID-19 パンデミック禍での影響
Study of coordination with unrelated donors: the influence under COVID-19 pandemic

○折原　勝己1）、矢野　真吾2）、日野　雅之3）、吉川　亜子1）、古川久美子4）、佐藤めぐみ5）、
関　　由夏6）、谷澤魅帆子7）、中谷　邦子8）、松浦　裕子9）、吉岡亜沙子10）

1）公益財団法人  日本骨髄バンク   ドナーコーディネート部、2）東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科、
3）大阪市立大学大学院医学研究科　血液腫瘍制御学、4）公益財団法人　日本骨髄バンク　北海道地区事務局、
5）公益財団法人　日本骨髄バンク　東北地区事務局、6）公益財団法人　日本骨髄バンク　関東地区事務局、
7）公益財団法人　日本骨髄バンク　中部地区事務局、8）公益財団法人　日本骨髄バンク　近畿地区事務局、
9）公益財団法人　日本骨髄バンク　中四国地区事務局、10）公益財団法人　日本骨髄バンク　九州地区事務局
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［各種ケア・その他］
Care/Others

P-198 造血幹細胞移植患者の舌水分量と口腔粘膜炎の関係
Association between tongue wetness and oral mucositis in hematopoietic stem cell transplantation

○髙澤　理奈1）、原田　枝里1）、由井　俊輔3）、斉藤　芳徳2）、外園　卓也2）、永田　安伸3）、
保田　駿一3）、竹吉　敦志3）、本間　俊佑3）、土蔵太一郎3）、尾内　大志3）、脇田　知志1）、
服部　　薫3）、岡本　宗雄3）、久野　彰子1）、山口　博樹3）、猪口　孝一3）

1）日本医科大学付属病院 口腔科、2）日本医科大学付属病院 看護部、3）日本医科大学付属病院 血液内科

P-199 病初期の血液疾患患者とその家族を対象としたハンドブックの発行
Publication of a handbook for patients with early-stage hematologic disease and their families

○田中　重勝、野村　正満、村上　忠雄、須藤　　晃、辻　　枝雄、浅野　祐子、山崎　裕一、
柴山　洋久
特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

P-200 コロナ感染症対策として、ドナー登録でのオンライン化及びスワブ検体採取法導入の
必要性
Corona infectious disease control, online donor registration and need for swab testing

○田中　重勝、野村　正満、大谷　貴子、村上　忠雄、若木　　換、梅田　正造、山村詔一郎、
北折健次郎、菅　　早苗、山口　明大、辻　　枝雄、浅野　祐子、笠原千夏子、山崎　裕一
特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

P-201 高齢者臍帯血移植における Mini Nutritional Assessment-Short Form(MNA-SF) に
よる栄養評価
Nutritional evaluation by using MNA-SF in elderly patients with cord blood transplantation

○伊藤　真紀1）、羽根田千恵1）、赤川　順子2）、原田　美香2）、齋藤　　輔2）、小倉　和外2）、
小林寿美子2）、宮腰重三郎2）

1）地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 栄養科、2）地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 血液内科

P-202 同種造血幹細胞移植中に嚥下機能障害を発症し胃瘻造設が有効であった 1 例
Case of gastrostomy  for dysphagia during hematopoietic stem cell transplantion

○伊藤　洋平1）、藤井理恵薫1）、平野　弘美2）、市橋麻由美2）、泉　　陽彦3）、宮崎　拓也3）、
立花　崇孝3）、田中　正嗣3）、金森　平和3）

1）神奈川県立がんセンター栄養管理科、2）神奈川県立がんセンター看護局、3）神奈川県立がんセンター血液内科

P-203 自家移植開始から移植学会認定施設を取得するまでの道のり
〜チーム医療と医療連携の重要性〜
The process by our facility became JSHCT-certified - highlighting the importance of team approaches

○関口　康宜1）、瀧澤　春子1）、飯塚　弘子1）、西谷　美佐1）、富田　茂樹2）、泉　　　浩2）、
大久保光夫3）、三宅　一徳4）、大澤　俊也4）、澤田　朝寛4）、吉川征一朗5）、野口　雅章1）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院　血液内科、2）順天堂大学医学部附属浦安病院　病理部、
3）順天堂大学医学部附属浦安病院　輸血学研究室、4）順天堂大学医学部附属浦安病院　臨床検査医学科、
5）順天堂大学医学部附属浦安病院　がん治療センター
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［栄養管理］
Nutrition Management

P-204 同種造血幹細胞移植後における病院食の検討
Examination of hospital meal after allogeneic HST

○長内麻里子1）、久米田桂子1）、坂本　周子2）、森岡　衣代2）、斎藤　千佳2）、盛　小枝子2）、
久保　恒明3）

1）青森県立中央病院　栄養管理部、2）青森県立中央病院　看護部、3）青森県立中央病院　血液内科
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［リハビリテーション］
Rehabilitation

P-205 当院における同種造血幹細胞移植前の体組成と移植後成績に関する後方視的検討
Retrospective analysis of body composition assessment before allogeneic stem cell transplantation

○塚本しほり、澤井将太朗、岡田　耕平、森　　祐斗、吉田　匠汰、笠原　耕平、江端　　浩、
岩崎　純子、高橋正二郎、皆内康一郎、小笠原正浩、小林　直樹、今村　雅寛、太田　秀一
札幌北楡病院

P-206 同種造血幹細胞移植後再発に対する再移植後身体機能に関する 6 例の検討
Analysis of physical function in 6 patients who underwent 2nd HSCT for relapse after allo-HSCT

○鈴木　昌幸1）、多田　雄真2）、伊藤公美子1）、加藤　祐司1）、橋田　　直1）、吉川　正起1）、
木下　翔太1）、小菅友里加1）、中橋　玲那1）、池田　聖児1）、石川　　淳2）、田宮　大也1,3）

1）大阪国際がんセンター リハビリテーション科、2）大阪国際がんセンター 血液内科、3）大阪国際がんセンター 骨軟部腫瘍科

P-207 生体電気インピーダンス法を用いた移植患者の骨格筋量変化に関する検討
A study of skeletal muscle mass change in HSCT patients using bioelectrical impedance analysis

○山下　鷹也、渡邉　春佳、金　　陽子、池田　　翔、奈良　美保、鵜生川久美、藤島　直仁、
吉岡　智子、亀岡　吉弘、髙橋　直人
秋田大学　血液内科

P-208 同種造血幹細胞移植後の重篤な身体機能低下に対して運動療法と身体活動量向上アプ
ローチを行った一例
Exercise and physical activity enhancement approaches after HSCT

○福島　卓矢1）、青木　　淳2）、渡辺　典子1）、沖田　祐介1）、横田　翔太1）、櫻井　卓郎1）、
八尋佐知子1）、大木　麻実1）、佐野　隆浩2）、細羽　梨花2）、西村　　直2）、小島　　稔2）、
伊藤　　歩2）、田中　　喬2）、稲本　賢弘2）、金　　成元2）、福田　隆浩2）、川井　　章1）

1）国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍・リハビリテーション科、2）国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科

P-209 同種造血細胞移植患者における 30 秒椅子立ち上がりテストの検討
An evaluation of the 30-second chair stand test in allogeneic hematopoietic cell transplant patients

○五十嵐愛子1）、高橋　英樹2）、長尾　卯乃3）、神原　康弘1）、熱田　雄也1）、須崎　　賢1）、
安達　弘人1）、小沼　亮介1）、和田　敦司1）、岸田　侑也1）、内堀　雄介1）、野口　侑真1）、
丸毛　淳史1）、迎　　純一1）、新谷　直樹1）、遠矢　　嵩1）、清水　啓明1）、名島　悠峰1）、
小林　　武1）、坂巻　　壽1）、大橋　一輝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）しもふり訪問看護リハビリステーション、
3）がん・感染症センター 都立駒込病院 リハビリテーション科

P-210 同種造血幹細胞移植患者における骨格筋と運動機能の経時的変化
Changes of skeletal muscle thickness and motor function in HSCT patients

○中村　和司1）、森下　喬允2）、松永　佑哉1）、永井　将貴1）、名取　祐美1）、森下慎一郎3）、
中山　靖唯1）、早川　　勝1）、小澤　幸泰2）、宮村　耕一2）

1）名古屋第一赤十字病院、2）名古屋第一赤十字病院　血液内科、3）新潟医療福祉大学　医療技術学部理学療法学科

P-211 同種造血幹細胞移植患者における移植前身体機能評価の活用方法の検討
Examination of how to use the evaluation for physical function before undergoing homologous HSCT

○石川　朋子1）、野中　拓馬1）、黒田　早織1）、鬼塚　真仁2）、正門　由久3）

1）東海大学医学部付属病院　リハビリテーション技術科、2）東海大学医学部　内科学系　血液腫瘍内科学、
3）東海大学医学部　専門診療学系　リハビリテーション科学

P-212 中枢神経浸潤による下垂足を伴った急性骨髄性白血病に対して造血幹細胞移植を受けた
患者に対する理学療法
Physical therapy for acute myeloid leukemia with drop foot by central nervous system infiltration

○中原　大志1）、飯田　博己1）、山田　大河1）、堀尾　知弘3）、木村　伸也2）、高見　昭良3）

1）愛知医科大学病院　リハビリテーション部、2）愛知医科大学　リハビリテーション科、
3）愛知医科大学 医学部内科学講座血液内科
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P-213 造血幹細胞移植前後の運動療法継続によって筋萎縮を防止できた一症例
Exercise therapy for prevention of muscular atrophy during hematopoietic stem cell transplantation

○山田　大河1）、飯田　博己1）、中原　大志1）、中村　文乃3）、木村　伸也2）、高見　昭良3）

1）愛知医科大学病院　リハビリテーション部、2）愛知医科大学　リハビリテーション科、
3）愛知医科大学　医学部内科学講座血液内科
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［フォローアップ外来・チーム医療］
Follow-up and Team Medical-care

看 P-01 ペットや家畜を飼育する同種移植患者の実態調査
Animal holding in the patients with allogeneic stem cell transplantation

○横峯　小春、船倉　志保、竪山　理奈、谷村あゆみ、池田　清夏、福山美智子、中野　伸亮、
伊藤　能清
公益財団法人慈愛会今村総合病院 8階病棟

看 P-02 移植看護に対するモチベーションを高める取り組み
〜LTFU 外来を目指す看護師の育成に向けて〜
The program to motivate nurses for stem cell transplant care

○西川　真紀1）、大亦　由紀1）、安川　千晶1）、内田　桂子1）、小瀬良仁美1）、山本　千晶2）、
池田真由子1）、市村由紀乃1）、鶴田　理恵1）

1）大阪市立大学医学部附属病院 7階東病棟、2）大阪市立大学医学部附属病院 血液内科外来

看 P-03 同種造血幹細胞移植を受けた患者への退院指導の検討
ー症状体験と不安に焦点を当ててー
Examination of discharge guidance for patients who have undergone allogeneic HSCT

○木下　敦子、井上　真希、石川　真代、衣笠久美子
鳥取県立中央病院

看 P-04 血液疾患患者の終末期療養を支援する外来看護師の役割
The Role of Outpatient Nurses to Support terminal care in Leukemia Patients

○平野　弘美1）、大政　智枝1）、田中　正嗣2）、立花　崇孝2）、宮崎　拓也2）、泉　　陽彦2）、
坪井　　香1）

1）独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター　看護局、
2）独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター　血液内科

看 P-05 同種造血幹細胞移植を受けて退院される患者への食事指導の検討
Examination of  dietary guidance for patients discharged after allogeneic HST

○坂本　周子1）、森岡　衣代1）、斎藤　千佳1）、盛　小枝子1）、長内麻里子2）、久米田桂子2）

1）青森県立中央病院 看護部、2）青森県立中央病院　栄養管理部

看 P-06 長期フォローアップ外来を受診する患者が抱える問題　-移植経過年数別での検討-
Complications interfering with the patient’s QOL at LTFU outpatient clinic

○川向　倫代、正宗恵理子、中村　真弓、下瀬　茂美
山口大学医学部附属病院

看 P-07 造血幹細胞移植における多職種連携の現状と課題
Current status of multidisciplinary collaboration in hematopoietic stem cell transplantaition

○松野　　愛1）、高橋　知子1）、服部　智子1）、矢島　陽子1）、竹内　知子2）、坂林　妙美1）、
村上　五月3）、高見　昭良3）

1）愛知医科大学病院　看護部、2）愛知医科大学病院　栄養部、3）愛知医科大学病院　血液内科
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［移植看護］
Nursing

看 P-08 血液内科病棟の看護師が患者の意思を確認する場面の実態調査
A study of how nurses working in our hematology ward comfirm patient decision-making

○霜野　加依、大槻　智恵、佐藤　尚美、菊川　久美、本間小百合、蟹谷　和子
旭川赤十字病院

看 P-09 日本の造血幹細胞移植を受ける患者への意思決定支援:文献レビューからの考察
Decision support for patients undergoing HSCT in Japan: a literature review

○菊池　祥子、小山　美樹、中別府多美得、小野里直美
東京女子医科大学病院

看 P-10 同種造血幹細胞移植の説明を受けた患者の意思決定への関わり 共有型看護相談モデ
ル:NSSDM を用いて
Intervention in decision-making of patients proposed allo-HSCT as one of the treatments using NSSDM

○古賀由希子、今村　　彩、岩本こずえ、菊田　美穂、森　美都子
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院

看 P-11 同種造血幹細胞移植後ヒトヘルペスウイルス 6 型脳炎の早期発見に向けた症例調査
Case study for early detection of human herpesvirus-6 encephalitis after allo-HSCT

○斉藤　美保、田尾　彩織、吉崎　華恵、加藤　有梨、鈴木　真澄、橋本みどり、太田　秀一
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院　造血細胞治療センター

看 P-12 造血幹細胞移植後 HHV-6 脳炎患者の看護実践と課題
Nursing practice in a patient with HHV-6 encephalitis after hematopoietic stem cell transplantation

○高橋　知子1）、服部　知子1）、松野　　愛1）、各務　有紀1）、西尾　智子1）、矢島　陽子1）、
坂林　妙美1）、村上　五月2）、高見　昭良2）

1）愛知医科大学病院　看護部、2）愛知医科大学病院　血液内科

看 P-13 造血細胞移植患者に対する退院支援アセスメントシートの運用実態の評価
Current application of discharge support assessment sheet for the patients receiving allogenic HSCT

○瑞慶覧真樹1）、小野　聖紗1）、高橋　菜緒1）、成田　夏織1）、李　　美玲1）、青山　真帆2）、
大西　　康3）、高橋　瑞穂1）

1）東北大学病院 看護部、2）東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野、3）東北大学病院血液内科

看 P-14 同種造血幹細胞移植後患者に行う退院指導の実態
〜自宅退院した患者へのインタビューを通して〜
Current status and issues of discharge guidance for patients after allogeneic  HSCT

○川村友夏梨、越後谷麻貴、宮口　和子、坂本　周子、盛　小枝子
青森県立中央病院 看護部

看 P-15 造血細胞移植看護に対する教育の取り組み前後の看護師の困難感の変化
Changes in nurses’ sense of difficulty  before and after  hematopoietic  cell transplant education

○服部　智子1）、西尾　智子1）、高橋　知子1）、矢島　陽子1）、松野　　愛1）、林田　慶子1）、
各務　有紀1）、坂林　妙美1）、村上　五月2）、高見　昭良2）

1）愛知医科大学病院 看護部、2）愛知医科大学病院　血液内科

看 P-16 造血細胞移植にかかわる看護師のクリニカルラダーを用いた看護師教育の取り組み
Efforts of nurse education using clinical ladder for nurses involved in HCT

○池戸美智子、川口　　綾、山北　智里、植野　綾子
名古屋大学医学部附属病院
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看 P-17 「造血細胞移植に関わる看護師のクリニカルラダー Ver3」評価に基づく看護師の育成に
関する取り組み報告
“Clinical ladder ver3” Report on nurse development based on evaluation

○沼田真奈美、古川　智子、大吉真貴子
東京女子医科大学病院

看 P-18 同種造血幹細胞移植を受けたがん患者の退院後の転倒予防行動
Fall prevention behavior in discharged patients after allogeneic HSCT

○清原　　花
兵庫県立大学
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［各種ケア・管理］
Care/Management

看 P-19 Shaved-ice 法を用いたクライオテラピーによる自家末梢血幹細胞移植時の口腔粘膜障害
予防
The efficacy of cryotherapy with shaved-ice method for oral mucositis prevention in auto PBSCT

○野口　堅道、奥野　真吾、清水　里恵、橋本　　健、高木えり奈、深見麻衣子、梶口　智弘
公立陶生病院

看 P-20 A 病棟における口腔粘膜障害予防のための口腔アセスメントガイド(OAG)を用いた取り
組み報告
Report of Using the OAG for the prevention of Oral Mucosal Disorders in Ward A

○佐藤　夏実
東京女子医科大学病院

看 P-21 造血幹細胞移植を受けた患者の中心静脈カテーテル管理
-洗浄・保湿・機械的刺激に着目したケアの効果-
CV catheter management for patients treated with HSCT

○石橋　沙貴
国立病院機構熊本医療センター

看 P-22 中心静脈カテーテルのドレッシング材固定方法の検討
Examination of the dressing material fixation method on the central venous catheter

○吉良　　結、梶原　淑子、十時　友紀
大分県立病院

看 P-23 カテーテル関連血流感染予防のための看護師の意識調査
An attitude survey of nurses about the prevention of intravascular catheter-related infections

○佐藤　典子、鈴木　美加、三瓶　美穂、吉田　大貴、亀井　千夏、今野真紀子、小澤　千佳
山形大学医学部附属病院　看護部

看 P-24 易感染患者に関わるスタッフの手指衛生遵守率向上への取り組み－シミュレーションを
実施して－
Efforts to improve the hand hygiene compliance rate of staff involved in immunocompromised patients

○志壽　美穂、梶原　悠乃、宮本三千代
総合病院 土浦協同病院

看 P-25 無菌病棟におけるカテーテル関連血流感染防止対策への取り組み
Preventing Catheter-related Bloodstream Infections in the clean room

○荻津佳奈江1）、榎本　あい1）、柿坪　友紀1）、浜埜　康晴2）、白根　脩一2）、小松崎直美3）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院　看護部、2）順天堂大学医学部　血液内科、
3）順天堂大学医学部附属順天堂院　感染対策室

看 P-26 移植後 GVHD 発症なく経口摂取困難となった患者の１事例
A case of a patient who had difficulty in oral ingestion without GVHD

○前田　佳澄、濵田のぞみ、西山　夏希、長谷川里香
独立行政法人国立病院機構米子医療センター

看 P-27 同種造血細胞移植患者における至適 BEE を目指した栄養管理
Nutrisional management for optimal BEE in patients with allogeneic stem cell transplantation

○北沢亜紀子、早川　智子、相沢　美砂
長野赤十字病院
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看 P-28 ホジキンリンパ腫患者に対し、抗 PD-1 抗体投与後に同種移植を実施し重症 GVHD を発症
した患者のケア
Successful nursing for the patient with severe GVHD after administrating anti PD-1 antibodies in HL

○小野　悦子、秋葉香名子、今野真紀子、亀井　千夏、丘　　敦子、佐藤　典子、武田　理恵、
芦野　寛子、鈴木麻友美、鈴木　美加、那須　郁香、井上　沙紀、三瓶　美穂、笹　美沙希、
髙橋智恵里、工藤　愛美、髙橋　裕子、吉田　大貴、齋藤　都萌、小林由貴子、豊岡　慎一、
小澤　千佳
山形大学医学部附属病院　看護部

看 P-29 チオテパ投与時の皮膚障害への予防的介入とその結果
A study of preventive intervention for skin damage by thiotepa

○安部美樹子1）、柴田　映子1）、佐藤　　摂1）、釼持　　瞳1）、江丸由里子1）、清谷知賀子2）、
松本　公一2）

1）国立研究開発法人国立成育医療研究センター　看護部、2）国立研究開発法人国立成育医療研究センター　小児がんセンター


