
種別 発表日時 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無

1 学会 2013年5月24日
井上 順一朗, 小野 玲, 牧浦 大祐, 柏 美由紀, 土井 久容, 石
橋 有希, 岡村 篤夫, 酒井 良忠, 三浦 靖史.

費用対効果の改善を期待した同種造血幹細胞移植患者に対するリハビ
リテーション介入.

第48回 日本理学療法学術大会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

2 学会 2013年5月24日
牧浦 大祐, 井上 順一朗, 小野 玲, 柏 美由紀, 土井 久容, 石
橋 有希, 岡村 篤夫, 酒井 良忠, 三浦 靖史.

同種造血幹細胞移植における移植前処置療法の違いが身体活動量、身
体機能、健康関連QOLに与える影響.

第48回 日本理学療法学術大会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

3 学会 2013年10月11日
Yamamoto K, Yakushijin K, Nakamachi Y, Miyata Y, Sanada Y,
Iwamoto Y, Okamura A, Matsumoto H, Murayama T, Kawano S,
Hayashi Y, Matsuoka H, Minami H.

Extramedullary T-lymphoid crisis of ETV6/ABL1-positive
myeloproliferative neoplasm with t(7;14).

第75回 日本血液学会総会 ロイトン札幌 日本 札幌 poster 有

4 学会 2013年10月11日
Inui Y, Matsuoka H, Yakushijin K, Kakiuchi S, Sanada Y,
Miyata Y, Funakoshi Y, Kawamori Y, Okamura A, Yamamoto K,
Murayama T, Minami H.

Results of a retrospective study about MTX-LPD and a
questionnaire ‘How I treat MTX-LPD'.

第75回 日本血液学会総会 ロイトン札幌 日本 札幌 poster 有

5 学会 2013年10月12日
Miyata Y, Kakiuchi S, Kurata K, Sanada Y, Inui Y, Iwamoto
Y, Tomioka H, Yakushijin K, Okamura A, Yamamoto K,
Murayama T, Itoh T, Matsuoka H, Minami H.

A case of primary cardiac intermediate Burkitt/Diffuse large B
cell lymphoma.

第75回 日本血液学会総会 ロイトン札幌 日本 札幌 poster 有

6 学会 2013年11月1日
磯野 雪妃, 杉本 健, 岡村 篤夫, 岩本 美佳, 今井 純子, 永田
恵子, 糀谷 利明, 永田 正男, 巽 栄二, 岡村 明治.

形態判別が困難であったIgM型M蛋白を有する低悪性度リンパ腫. 第60回 日本臨床検査医学会 神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

7 学会 2013年12月9日

Nakane T, Nakamae H, Kurosawa S, Okamura A, Hidaka M,
Yamashita T, Kohno A, Saito T, Aoyama Y, Hatanaka K,
Katayama Y, Yakushijin K, Matsui T, Takami A, Yamaguchi T,
Hino M, Fukuda T.

Gvhd Prohylaxis With Mycophenolate Mofetil and Calcineurin
Inhibitor In Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation From
HLA-Matched Siblings Or 7-8/8 HLA-Matched Unrelated Volunteer
Donors: A Japanese, Multicenter, Phase II Trial.

The 2013(55th) Annual Meeting
of the American Society of
Hematology

Ernest N. Morial
Convention Center

アメリ
カ

ニューオー
リンズ

poster 有

8 学会 2014年3月8日

中根 孝彦, 中前 博久, 黒澤 彩子, 岡村 篤夫, 日高 道弘, 山
下 卓也, 河野 彰夫, 斉藤 健, 青山 泰孝, 畑中 一生, 片山 義
雄, 藥師神 公和, 松井 利充, 高見 昭良, 山口 拓良, 日野 雅
之, 福田 隆浩.

HLA一致血縁または7-8/8HLA一致非血縁ドナーからの同種造血幹細胞移
植におけるMMFおよびカルシニューリン阻害剤を用いたGVHD予防の有用
性：多施設共同第2相臨床試験

第36回 日本造血細胞移植学会総
会

沖縄コンベンション
センター

日本 沖縄 oral 有

9 学会 2014年3月8日
岡村 篤夫, 藥師神 公和, 山本 克也, 宮田 吉晴, 垣内 誠司,
桝谷 由美子, 眞田 幸尚, 富岡 秀夫, 岩本 有里子, 松岡 広,
南 博信.

急性GVHD予防薬ミコフェノール酸モフェチルを用いた同種造血幹細胞
移植100例報告

第36回 日本造血細胞移植学会総
会

沖縄コンベンション
センター

日本 沖縄 poster 有

10 学会 2014年3月8日
岡村 篤夫, 藥師神 公和, 井上 順一朗, 小野 玲, 柏 美由紀,
牧浦 大祐, 土井 久容, 野口 麻美, 石橋 有希, 林 好子, 山本
洋介, 福原 俊一, 松岡 広, 南 博信.

同種造血幹細胞移植患者に対するSF-36/SF-6Dを用いた費用効用分析
第36回 日本造血細胞移植学会総
会

沖縄コンベンション
センター

日本 沖縄 poster 有

11 学会 2014年3月8日
井上 順一朗, 岡村 篤夫, 小野 玲, 牧浦 大祐, 柏 美由紀, 土
井 久容, 野口 麻美, 石橋 有希, 酒井 良忠, 佐浦 隆一.

同種造血幹細胞移植患者における電解質異常が全身倦怠感および身体
機能に与える影響

第36回 日本造血細胞移植学会総
会

沖縄コンベンション
センター

日本 沖縄 poster 有

学会・研究会・講演会　発表

診療科名：腫瘍・血液内科 2013年4月～2014年3月


