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【論文発表】 

 

■英文原著 

◇Kanaya M, Endo T, Hashimoto D, Endo S, Takemura R, Okada K, Hatanaka KC, 

Matsuno Y, Teshima T.  

「Diffuse large B-cell lymphoma with a bulky mass in the cranial vault. 」 

Int J Hematol. 2017;106:147-148 

 

◇Kanaya M, Hayashi Y, Hashimoto D, Endo T, Sugita J, Ohigashi H, Hashiguchi J, Matsukawa T, 

Matsuoka S, Kosugi-Kanaya M, Goto H, Onozawa M, Kahata K, Fujimoto K, Kondo T, Akizawa K, 

Shibuya H, Shimizu C, Teshima T.  

「MALDI-TOF MS in post-transplant bloodstream infections: reliable identification of causative 

bacteria in the neutropenia phase.」  

Bone Marrow Transplant. 2017;52:778-780 

 

■和文原著 

◇千丈創, 盛暁生, 金谷穣, 泉山康, 岡田耕平, 竹藪公洋, 飛岡弘敏, 斉藤誠, 田中雅則, 

豊嶋崇徳, 森岡正信 

「潜伏感染Ⅲ型の EBウイルスが発癌に寄与したと思われる膿胸関連リンパ腫」 

日本老年医学会誌 55巻 1号 

 

◇盛暁生, 金谷穣, 泉山康, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信 

「再生不良性貧血に対する免疫療法後EBV陽性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患でのEBV-DNA測定意

義」 

札医通信増刊 312, 161-162, 2017 

 

【学会発表】 

 

■国内学会・シンポジウム 

◇泉山康 

「primary ITP に対する治療戦略：どこまでがエビデンスなのか？」 

第 59回日本血液学会秋季北海道地方会 2017.10.7 札幌市 

 

■国内学会・一般口演 

◇千丈創, 川松直人, 西畑庸介, 木全啓, 山崎学, 吉野邦彦, 大野雅文, 望月宏樹, 會田敏, 小松一貫, 福

田旭伸, 水野篤, 中岡幹彦, 椎名由美, 中里良, 三橋弘嗣, 横山泰廣, 新沼廣幸, 阿部恒平, 三隅寛恭, 丹

羽公一郎, 小宮山伸之 

「左室憩室を起源とした心室頻拍が心停止の原因と考えられた 20歳男性」 



第 243回日本循環器学会関東甲信越地方会 2017.2.4 東京都 

 

◇金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信 

「濾胞性リンパ腫に対する化学療法中に発症し、PET が診断に有効であった胸部大動脈人工血管感染の

一例」 

第 279回日本内科学会北海道地方会 2017.2.18 札幌市 

 

◇泉山康, 金谷穣, 盛暁生, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信 

「厳格な完全寛解を維持していたにも関わらず臨床再発した多発性骨髄腫の一例」 

第 52回日本血液学会春季北海道地方会 2017.4.22 札幌市 

 

◇千丈創, 金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 斉藤誠, 田中雅則, 岡田耕平, 竹藪公洋, 飛岡弘敏,  

森岡正信 

「EBウイルス陽性膿胸関連リンパ腫の一例」 

第 280回日本内科学会北海道地方会 2017.7.22 札幌市 

 

◇金谷穣, 千丈創, 泉山康, 盛暁生, 斉藤誠, 田中雅則, 森岡正信 

「化学療法を施行せずに約 1年間生存を続けている RUNX1-RUNX1T1を有する急性骨髄性白血病」 

第 59回日本血液学会北海道地方会 2017.10.7 札幌市 

 

◇金谷穣, 千丈創, 泉山康, 盛暁生, 斉藤誠, 田中雅則, 森岡正信 

「新規薬剤時代における血清 free light chain 早期正常化は多発性骨髄腫の予後因子として有用ではな

い」 

第 79回日本血液学会学術集会 2017.10.21 東京都 

 

◇千丈創, 金谷穣, 泉山康, 平田健司, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 盛暁生, 塚本江利子, 森岡正信 

「Prognostic impact of metabolic tumor volume measured at baselin with PET/CT in DLBCL」 

第 79回日本血液学会学術集会 2017.10.21 東京都 

 

◇盛暁生, 千丈創, 金谷穣, 泉山康, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信 

北海道大学 腫瘍病理学 谷野美智枝, 木村太一, 田中伸哉 

「成人特発性血小板減少性紫斑病に対するデキサメタゾン大量療法」 

第 79回日本血液学会学術集会 2017.10.22 東京都 

 

◇斉藤誠, 千丈創, 金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 田中雅則, 森岡正信. 

「この 1年間に当科で経験した後天性血友病 A・4例の臨床的検討」 

第 281回日本内科学会北海道地方会 2017.11.18 旭川市 

 

■国内学会・ポスター 

◇斉藤誠, 金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信, 宮下憲暢, 岡本宗則 

「内視鏡による形態変化から推察する腸管マントル細胞リンパ腫の発症様式」 

第 114回日本内科学会講演会 2017.4.15 東京都 

 

◇斉藤誠, 森岡正信, 金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 入江達朗, 田中雅則 



「当科で経験した高齢者・後天性血友病 A9例の免疫抑制療法に関する考察」 

第 59回日本老年医学会学術集会 2017.6.16 愛知県 

 

■研究会, セミナー 

◇金谷穣 

「血液内科コンサルトのコツとタイミング-これさえ知っておけば、大丈夫-」 

江別血液疾患臨床セミナー 2017.5.19 江別市 

 

◇盛暁生 

「骨髄線維症の治療中に慢性骨髄性白血病を発症し ruxolitinibと nilotinibにて奏功を得られた一例」 

Novartis Hematology Seminar in Sapporo 2017.5.13 札幌市 

 

◇泉山康 

「血液疾患における真菌感染マネジメント」 

札幌血液座談会 2017.5.27 札幌市 

 

◇泉山康 

「Lenalidomide maintenance following HD-Mel and ASCT」 

Myeloma Symposium 2017 2017.6.16 札幌市 

 

◇泉山康 

「十分な奏功が得られた移植非適応骨髄腫に対して CT or TFI のどちらを選択すべきか」 

Multiple Myeloma Master’s Meeting 2017.9.29 札幌市 

 

◇盛暁生 

「血液がんについて」 

第 3回北海道血液市民セミナー 2017.10.7 札幌市 


