
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2015年5月22日

Kurata K, Yakushijin K, Okamura A,
Sanada Y, Goto H, Mizutani Y, Kakiuchi
S, Miyata Y, Inui Y, Funakoshi Y, Uryu
K, Kawamoto S, Minami Y, Yamamoto K,
Murayama T, Ito M,  Matsuoka H, Minami
H

Absolute Lymphocyte Count Recovery Predicts Clinical
Outcome after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell
Transplantation

The 6th JSH International
Symposium 2015

軽井沢プリンスホテル 日本 軽井沢 poster 有

2 学会 2015年5月30日
福本 毅,坂口 正展,岡 昌弘,錦織 千佳子,
河野 誠二,岡村 篤夫

慢性骨髄単球性白血病（CMML-1）の進行と同調して増悪したびま
ん性扁平黄色腫の1例

第114回 日本皮膚科学会総会 パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

3 学会 2015年6月27日
鷹津 英,乾 由美子,水谷 優,能勢 拓,倉田
啓史,藥師神 公和,川本 晋一郎,松岡 広,南
博信

超高齢で発症した発作性夜間血色素尿症の1例
第208回 日本内科学会近畿地方
会

京都テルサ 日本 京都 oral 有

4 学会 2015年7月16日
山口 恭葉,髙山 舞奈,河本 優妃,松尾 綾
子,西田 裕美子,梶原 絹代,出口 直子,竹内
久枝,白木 里織,岡村 篤夫

Efficacy of our prepared-menu to improve nutritional intake
in patients receiving chemotherapy –the 2nd report-

第13回 日本臨床腫瘍学会学術集
会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

5 学会 2015年7月18日
八木 隆元,藤原 久美子,河口 明彦,斉藤
貴,牧浦 大祐,井上 順一朗,小野 玲,時本
清巳,野口 麻美,岡村 篤夫

Utility of monofilament test to predict the onset of
chemotherapy-induced peripheral neuropathy among cancer
patients

第13回 日本臨床腫瘍学会学術集
会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

6 学会 2015年7月18日
福井 大介,田中 創,井澤 ありさ,山口 恭
葉,永井 道雄,藤井 元,梶原 絹代,出口 直
子,時本 清巳,岡村 篤夫

Efficacy of intervention of the occupational therapist for
hematologic malignancy patients receiving chemotherapy

第13回 日本臨床腫瘍学会学術集
会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

7 学会 2015年7月18日
竹内 久枝,池田 真穂,杉本 深幸,森 雅彦,
山根 隆志,白木 里織,岡村 篤夫

A case of MTX-related Hodgikin’s lymphoma accompanied by
prolonged Campylobacter fetus bacteremia

第13回 日本臨床腫瘍学会学術集
会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

8 学会 2015年10月17日

Yamamoto K, Kawamoto S, Mizutani Y,
Yakushijin K, Kurata K, Inui Y, Sanada
Y, Kakiuchi S, Miyata Y, Yamashita T,
Nakamachi Y, Kawano S, Matsuoka H,
Minami H

Mixed phenotype acute leukemia with
t(12;17)(p13;q21)/TAF15-ZNF384 and der(1;18)(q10;q10)

第77回 日本血液学会学術集会 石川県立音楽堂 日本 金沢 poster 有

9 学会 2015年10月30日
Inui Y, Yakushijin K, Mizutani Y,
Kurata K, Miyata Y, Sanada Y, Kawamoto
S, Okamura A, Matsuoka H, Minami H

Herpesvirus 6 Encephalitis after Hematopoietic Stem Cell
Transplantation with Administration of Mycophenolate
Mofetil for Graft-versus-host Disease Prophylaxis in Japan:
a Single Institution Experience

20th Annual Congress of Asia-
Pacific Blood and Marrow
Transplantation Group 2015

万国津梁館 日本 沖縄 poster 有

10 学会 2015年11月21日
磯野 雪妃,池田 真穂,今井 純子,長田 恵
子,池嶋 友加里,秋篠 達也,岡村 明治,山根
隆志,岡村 篤夫

成人スティル病に赤芽球癆を合併した一例 第62回 日本臨床検査医学会 長良川国際会議場 日本 岐阜 oral 有

11 学会 2015年11月28日
本多 瑛理子,乾 由美子,水谷 優,北尾 章
人,瓜生 恭章,市川 大哉,藥師神 公和,川本
晋一郎,松岡 広,南 博信

診断に難渋したHairy cell leukemiaの一例
第210回 日本内科学会近畿地方
会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

12 学会 2016年3月4日

乾 由美子,藥師 神公和,水谷 優,市川 大
哉,倉田 啓史,垣内 誠司,宮田 吉晴,眞田
幸尚,北尾 章人,南 陽介,岡村 篤夫,川本
晋一郎,田中 康博,新里 偉咲,山本 克也,村
山 徹,伊藤 光宏,松岡 広,南 博信

自律神経ストームを伴った造血幹細胞移植後HHV-6脳炎
第38回日本造血細胞移植学会総
会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有
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13 学会 2016年3月4日

水谷 優,北尾 章人,乾 由美子,瓜生 恭章,
藥師神 公和,服部 貴之,本多 瑛理子,市川
大哉,倉田 啓史,垣内 誠司,宮田 吉晴,眞田
幸尚,川本 晋一郎,南 陽介,伊藤 智雄,伊藤
光宏,松岡 広,南 博信

自家移植後の再発・骨髄不全に対し、同種骨髄移植が有効であっ
た原発性マクログロブリン血症

第38回日本造血細胞移植学会総
会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

14 学会 2016年3月26日
辻本 誠長,水谷 優,服部 貴之,乾 由美子,
瓜生 恭章,薬師 神公和,川本 晋一郎,松岡
広,小平 日実子,南 博信

骨髄移植後再発における再寛解導入療法中に全身性単純ヘルペス
ウイルス感染症を来した急性骨髄性白血病の一例

第211回 日本内科学会近畿地方
会

メルパルク京都 日本 京都 oral 有

15 研究会 2015年6月25日
磯野 雪妃,岡村 篤夫,池田 真穂,今井 純
子,長田 恵子,秋篠 達也,岡村 明治

エステラーゼ染色陰性、FAB分類M2様の形態を示したCBFβ-MYH11
を有するAMLの1例

第41回 播但血液研究会 日本 姫路 oral 無

16 研究会 2016年2月20日

磯野 雪妃,岡村 篤夫,岩本 美佳,本丸 恵
子,今井 純子,沼田 圭子,長田 恵子,秋篠
達也,岡村 明治,川本 晋一郎,杉本 健,西郷
勝康

骨髄異形成症候群に於ける好中球異形成とNEUT-X・Y値との関連性 第42回 播但血液研究会 日本 姫路 oral 無


