
第37回　日本骨髄腫学会学術集会
一般演題　プログラム詳細

日 時間 セッション番号 セッション名 プログラム番号 発表者名 所属 演題名

S1-1 河野　和 熊本大学 骨髄腫細胞におけるCD138発現の低下

S1-2 奈良　美保 秋田大学大学院医学系研究科
多発性骨髄腫SP細胞における治療標的となりうる特異
的遺伝子の同定

S1-3 安井　寛 札幌医科大学
多発性骨髄腫におけるDNAメチロームと遺伝子発現・染
色体異常との関連

S1-4 斉藤　貴之 群馬大学医学部附属病院　
塩基除去修復遺伝子OGG1 Ser326Cys多型は多発性
骨髄腫の臨床像に影響する

S1-5 島貫　栄弥 和歌山県立医科大学 LDI-PCR法によるt(8;22)(q24;q11)切断点の遺伝子単離

S2-1 松本　太一 福岡大学
Lenalidomide耐性におけるp21遺伝子のエピジェネティッ
ク制御の関与

S2-2 菊池　次郎 自治医科大学
ユニークな作用機序を有する新規プロテアソーム阻害
剤経口薬K-7174

S2-3 中村　信元 徳島大学
ベンダムスチンの抗骨髄腫作用：酸性環境での抗腫瘍
活性の増強

S2-4 和田　奈緒子 熊本大学
多発性骨髄腫へのshikoninによるapoptosisと
necroptosisの誘導

S2-5 志村　勇司 京都府立医科大
RSK2 is a therapeutic target of myeloma cells
regardless of upstream signaling status

S2-6 今井　陽一 東京女子医科大学
多発性骨髄腫における新たな治療標的MLLはHDAC、
HSP90阻害剤により蛋白質発現量が低下する

S2-7 渡邉　佳一郎 徳島大学
カテプシンK阻害剤KK1-300-01による骨髄腫骨病変の
改善：骨形成の誘導

S3-1 崔　日承 九州がんセンター
Free light-chainにて治療経過を追った非分泌型多発性
骨髄腫の一例

S3-2 淵田　真一 社会保険京都病院
新規多発性骨髄腫(MM)患者における血清遊離軽鎖
(FLC)測定の課題

S3-3 伊藤　早織 医学生物学研究所
血清FLC免疫測定法のモニタリングにおける臨床的有
用性と評価法

骨髄腫細胞の
生物学・遺伝子

抗骨髄腫薬の基礎

血清遊離軽鎖測定

9:10-9:45 Ｓ1
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9:45-10:34 Ｓ2

10:34-10:55 Ｓ3

座長

座長：飯田 真介  

     名古屋市立大学大学院医学研究科  

     生体総合医療学講座  

     腫瘍・免疫内科学分野                            
 

座長：服部 豊  

     慶應義塾大学薬学部 病態生理学講座 

座長：谷脇 雅史  

     京都府立医科大学 血液・腫瘍内科学           
 

座長：畑 裕之 

     熊本大学大学院生命科学研究部  

     医療技術学講座  

座長：石田 禎夫  

     札幌医科大学 第一内科 
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S4-1 吉田　喬 日本赤十字社
症候性多発性骨髄腫患者に対する自家末梢血幹細胞
移植時の大量化学療法の有効性と安全性の検討
(JMSG-0901)

S4-2 尾崎　修治 徳島県立中央病院
高齢者再発・難治性多発性骨髄腫に対するweekly
bortezomib + dexamethasone療法（JMSG-0902）

S4-3 中世古　知昭 千葉大学医学部附属病院
新規治療薬導入後の多発性骨髄腫対する同種移植成
績

S4-4 尾崎　修治 徳島県立中央病院
高齢者多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調
査研究

S5-1 一井　倫子
大阪大学大学院
医学系研究科

多発性骨髄腫患者における骨髄内Bリンパ球前駆細胞
評価の臨床的意義

S5-2 高松　博幸 金沢大学附属病院
多発性骨髄腫微小残存病変検出における症例特異的
PCR法とFDG/Met-PET検査の乖離

S5-3 岡崎　百子 国立国際医療研究センター
多発性骨髄腫のFDG、MET、4DST-PETによる比較検
討

S5-4 河田　岳人 京都大学 髄外腫瘤形成を伴った多発性骨髄腫症例の検討

S5-5 竹岡　友晴 大津赤十字病院 当院における多発性骨髄腫治療成績の変遷

S5-6 山田　修平 千葉県がんセンター 千葉県がんセンターにおける多発性骨髄腫の治療成績

S5-7 板垣　充弘 広島赤十字・原爆病院　
高齢者多発性骨髄腫患者のセット療法の治療成績の検
討

S6-1 遠宮　靖雄 宮城県立がんセンター
日本人におけるメルファラン＋プレドニゾロン（MP）療法
－TOMATO Study附随研究－

S6-2 伊藤　薫樹 岩手医科大学
ボルテゾミブ、レナリドミド治療抵抗性多発性骨髄腫に
おけるシクロホスファミド追加投与の効果

S6-3 西田　有毅 亀田総合病院
多発性骨髄腫に対する新規薬剤の予後への影響につ
いての後方視的検討

S6-4 今村　理恵 久留米大学病院
久留米大学病院における再発・難治骨髄腫に対するレ
ナリドミド治療

S6-5 進藤　基博 旭川医科大学
75歳以上の高齢多発性骨髄腫患者に対する
lenalidomide療法の臨床的検討

S6-6 田端　淑恵
神戸市立医療センター

中央市民病院
レナリドマイド、デキサメサゾン併用療法の経過中に上
乗せされたクラリスロマイシンの治療効果

JSM関連臨床研究

画像診断・治療成績

治療成績・新規薬剤

Ｓ414:10-14:38
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日
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後

14:38-15:27 Ｓ5

15:27-16:09 Ｓ6

座長：小杉 浩史  

     大垣市民病院 血液内科 
 

座長：村上 博和  

     群馬大学大学院保健学研究科  

     生体情報検査科学 

座長：坂井 晃  

 福島県立医科大学 

 放射線生命科学講座 
 

座長：名倉 英一  

 掛川市立総合病院 内科 

座長：張 高明  

     新潟県立がんセンター新潟病院  

     内科 
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S7-1 和泉　透 栃木県立がんセンター
ボルテゾミブ・デキサメサゾン併用療法を再治療として
行った再発・難治多発性骨髄腫症例の後方視的検討

S7-2 中村　美紀 国立国際医療研究センター
治療抵抗性多発性骨髄腫におけるVTD-PACEの有効
性について

S7-3 黒田　芳明
広島大学

原爆放射線医科学研究所
VCD（Vel・CPA・DEXA）療法の使用経験

S7-4 八木　秀男 近畿大学医学部奈良病院
多発性骨髄腫におけるボルテゾミブ週1回投与と低用量
サリドマイド並びにデキサメサゾンの探索的P2臨床研究

S7-5 岡野　晃 社会保険京都病院
初発多発性骨髄腫におけるbortezomib誘発末梢神経障
害に及ぼすvincristineの影響

S7-6 山倉　昌之 亀田総合病院
ボルテゾミブ皮下投与における末梢神経障害の軽減と
効果の維持

S7-7 福島　俊洋 金沢医科大学
ボルテゾミブにて治療される多発性骨髄腫患者におけ
るvalaciclovirの帯状疱疹予防効果

S7-8 村瀬　篤史 大垣市民病院
ビスフォスフォネート製剤治療における顎骨壊死
(BRONJ)発症の検討

S8-1 小倉　和外 静岡県立静岡がんセンター
多発性骨髄腫に対する新規抗癌剤が自家末梢血幹細
胞採取に及ぼす影響の検討

S8-2 古林　勉 京都府立医科大学
多発性骨髄腫に対する移植前導入療法におけるボルテ
ゾミブの意義：多施設共同後方視的研究

S8-3 宮本　敏浩 九州大学病院
ボルテゾミブ併用メルファラン大量前処置による自己末
梢血幹細胞移植の検討

S8-4 岩井　俊樹 京都第一赤十字病院
多発性骨髄腫に対する当院でのタンデム自家/同種移
植

S9-1 寺本　理英 NTT西日本九州病院
訪問看護師との連携パス導入によるbortezomib療法長
期継続の試み

S9-2 杉浦　孝太 亀田総合病院
ボルテゾミブによる消化管有害事象；皮下注射と静脈注
射の比較

S9-3 中村　あゆみ
国立病院機構

名古屋医療センター
再発・難治性多発性骨髄腫に対するレナリドマイド治療
の治療効果と有害事象の検討

S9-4 北澤　文章 社会保険京都病院
メルファラン大量療法に伴う化学療法誘発性悪心・嘔吐
に対する多剤併用制吐療法の有用性

S10-1 清水　直美 千葉大学医学部附属病院
Plerixafor併用にて末梢血幹細胞を採取しえたPOEMS
症候群、3症例の経験

S10-2 小宅　達郎 岩手医科大学
ALアミロイドーシスに対して自家末梢血幹細胞移植を施
行した2症例

S10-3 塚田　信弘 日本赤十字社医療センター
当院で行った全身性ALアミロイドーシスに対する自家末
梢血幹細胞移植30例の検討

S10-4 関口　直宏
独立行政法人

災害医療センター
リンパ形質細胞性リンパ腫の臨床像、染色体異常、およ
び画像的特徴に関する後方視的検討

骨髄腫類縁疾患

7
月
8
日

（
日

）

新規薬剤と副作用

造血幹細胞移植9:56-10:24 Ｓ8

10:24-10:52

9:00-9:56 Ｓ7

骨髄腫の看護・副作用
のマネージメント

Ｓ9

10:52-11:20 Ｓ10

座長：角南 一貴  

     国立病院機構 岡山医療センター  

     血液内科 
 

座長：三輪 哲義  

     国立国際医療研究センター 血液内科 

座長：中世古 知昭              

     千葉大学医学部附属病院 血液内科 

座長：吉田 喬  

     富山県赤十字血液センター 

座長：高松 泰  

    福岡大学病院 腫瘍・血液・感染症内科 
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P1 宮内　将 東京大学
CyBorD療法が奏功した骨格筋・心臓・腹腔内臓器・精
巣の多発髄外病変を伴った初発多発性骨髄腫の一例

P2 細田　亮
国立病院機構

東京医療センター
下部胆管周囲、右腎に髄外腫瘤を形成し閉塞性黄疸を
呈した自家移植後再発難治性多発性骨髄腫

P3 田中　智之 新潟大学
BD療法及び自家造血幹細胞移植後1年以上経てB型肝
炎ウイルスの再活性化を起こした難治性多発性骨髄腫
の一例

P4 外山　孝典 宮崎県立延岡病院
ボルテゾミブ療法が著効するもすぐに再燃し死亡した形
質細胞性白血病の1剖検例

P5 佐藤　智美 金沢医科大学病院
リツキサンを含む化学療法が有効であったCD20陽性の
形質細胞白血病の一例

P6 高山　信之 杏林大学
非血縁者間同種骨髄移植により良好な経過を得ている
進行期形質細胞白血病の1例

P7 安食　淳 京都府立医科大学付属病院
多発性病的骨折を契機に発見された多発性骨髄腫によ
るcast nephropathyの一例

P8 内原　潤之介 那覇市立病院 肥厚性硬膜炎を合併したIgA-&kappa;型多発性骨髄腫

P9 瀬川　裕佳
近江八幡市立

総合医療センター
ネフローゼ症候群をきっかけに診断に至ったALアミロイ
ドーシスの一例

P10 宮田　吉晴 神戸大学医学部附属病院
全身性アミロイドーシスを合併した多発性骨髄腫に対し
て、ボルテゾミブが奏効した一例

P11 吉田　晶代 金沢大学大学院 ネフローゼ症候群で発症した軽鎖沈着性腎臓病の一例

P12 中村　裕一 埼玉医科大学病院
低用量サリドマイドが有効であった骨髄腫関連の類壊死
性黄色肉芽腫

7
月
7
日

（
土

）

症例報告（1）

症例報告（2）

16:20-16:50
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 座長：澤村 守夫  

   国立病院機構 西群馬病院  

  臨床研究部長、血液内科 

座長：尾崎 修治  

 徳島県立中央病院 内科 


