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１．概要
　当科は、1997年に専門医 1 名で開設、2001年に単独の病棟（西９階）を持ち独立した。スタッフの充
実とともに患者数も増えた。大量化学療法は日常診療として実施してきたが、患者団体からの陳謝を受
けるも、同種移植が必要な患者は初期には名鉄病院、最近では安城厚生病院、名古屋第一赤十字病院へ
紹介してきた。しかし、2013年度から東三河地区における同種移植療法の機能充実を目指す方針をたて、
本年度に４床の新たなクリーンルームを増設し、名古屋大学医学部附属病院、名古屋第一赤十字病院か
ら移植専門医の派遣支援を受けて、同種移植を本格化させた。血縁者間の移植のみでは移植件数は限ら
れ2015年度には骨髄バンク、さらには臍帯血バンクを利用した移植が可能な認定施設となることを目指
している。

（部長　杉浦　勇）

血液・腫瘍内科

非ホジキンリンパ腫 93件（32.3％）

骨髄性白血病（急性22件,慢性9件） 31件（10.8％）
骨髄異形成症候群 23件（8.0％）

紫斑病 20件（6.9％）

無形成性貧血 14件（4.9％）

多発性骨髄腫 34件（11.8％）

その他 42件（14.6％）

リンパ性白血病 11件（3.8％）

本態性血小板血症症 6件（2.1％）

末梢性及び皮膚Ｔ細胞リンパ腫
7件（2.4％）

ビタミンＢ12欠乏性貧血 7件（2.4％）

●疾患別頻度 総件数：288件

●感染症 延べ総件数：253件

疾　患　名 件　数（件） 疾　患　名 件　数（件）
１ 敗血症 ９１ ５ ヘルペス感染症 ２７
２ カンジダ症 ４０ ６ ニューモシスチス症 １９
３ 真菌症 ３７ ７ アスペルギルス症 １９
４ サイトメガロウイルス病 ２０ 計 ２５３

●造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）

種　　　類 件　数（件）
自家移植 ９
同種移植 ２
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NHLNOS 23件（16.7％） DNHL 93件（67.9％）

HL 2件（1.5％）
TNHL 7件（5.1％）

FNHL 12件（8.7％）

●疾患別頻度（ICD-10　C81-85） 総件数：137件
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学会発表（医局）
＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1
リンパ腫型成人Ｔ細胞白血病リン
パ腫（ATLL）に新規薬剤である抗
CCR４抗体を投与した症例

筆頭演者 木村　　瞳 東三医学会 2014/3/1

2
血縁間同種造血幹細胞移植後に早
期再発を認めた成人Ｔ細胞性白血
病リンパ腫に対し、ドナーリンパ
球輸注が有効であった一例

筆頭演者 原田　靖彦 第36回日本造血細胞移植学会
総会 2014/3/7

3
自家末梢血幹細胞移植後に急性
GVHDの診断・治療し得たALア
ミロイドーシスの一例

筆頭演者 寺部　里美 第３回日本血液学会東海地方
会 2014/4/26

4 Ｐｈ＋ＡＬＬ213試験進歩状況 筆頭演者 杉浦　　勇 平成26年度第1回合同班会議 2014/6/21

5
フィラデルフィア染色体陽性急性
リンパ性白血病の移植成績におけ
る微小残存病変とチロシンキナー
ゼ阻害薬の影響の検討

筆頭演者 西脇　聡史 第12回日本臨床腫瘍学会学術
集会 2014/7/17

6 Ph+ALL212プロトコールの進捗
状況について 筆頭演者 杉浦　　勇 第47回JALSG定例会議プロ

グラム 2014/10/30

7
Ph陽性急性リンパ性白血病の移
植成績における微小残存病変とチ
ロシンキナーゼ阻害薬の影響の検
討

筆頭演者 西脇　聡史 第76回日本血液学会学術集会 2014/10/31

8 診断に苦慮したHairy cell 
leukemia variantの１例 筆頭演者 岡田　裕也 第224回日本内科学会東海地

方会 2014/11/2

9 成人Ph陽性ALLの治療 筆頭演者 杉浦　　勇 第76回日本血液学会学術集会 2014/11/2

10

Chromosomal  Translocation 
(14;16)-positive multiple myeloma 
shows negativ it iy  for  CD56 
expression and unfavorable 
outcome even in the Era of novel 
drugs

共同演者 杉浦　　勇 56th American Society of 
Hematology 2014/12/6

11

Imatinib-based chemotherapy 
for newly diagnosed BCR-ABL 
positive acute lymphoblastic 
leukemia: Japan Adult Leukemia 
Study Group(JALSG) Ph+ALL208 
Study

共同演者 杉浦　　勇 56th American Society of 
Hematology 2014/12/7

12 Ph+ALL212プロトコールの進捗状況について 筆頭演者 杉浦　　勇 H26年度第２回合同班会議 2014/12/13



＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1
「サリドマイド投与中に、播種性
帯状疱疹ウイルス感染症を発症し
た再発難治性形質細胞性白血病の
一例

筆頭演者 寺部　里美 第10回東海骨髄腫フォーラム
症例検討会 2014/2/22

2
胆嚢摘出後に肝破裂を発症したア
ミロイドーシス合併多発性骨髄腫
患者の一例

第27回三河血液疾患診療ネッ
トワーク 2014/4/25

3 限局性消化管ALアミロイドーシ
スの一例

第11回東海骨髄腫フォーラム
症例検討会 2014/9/20

4

Treatment recommendations 
for patients with Waldenstroem 
macroglobulinemia（WM）and 
related  disorders: IWWM-７　
consensus.

筆頭演者 寺部　里美 第16回Nagoya  Myeloma  
Working  Group 2014/10/15

研究会発表（医局）



座長・司会（医局）
＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

勇　　浦杉ンョシッカスィデ1 第10回東海骨髄腫フォーラム症例
検討会 2014/2/22

2 Treatment  Strategy  in  Mayo  Clinic 杉浦　　勇 Dr.Mori e  Gertz講演会 2015/4/9

3 特別講演　移植非適応多発性骨髄腫に
対する治療戦略 杉浦　　勇 Dr.Dimopoulos講演会 2014/9/24



講　　演（医局）
＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 「Philadelphia染色体陽性リンパ性白血病の新たな治療戦略」 杉浦　　勇 Hematology  and  Oncology  
Seminar  In  Aichi  2014 2014/3/28

2 治療選択の肝　高齢層 杉浦　　勇 骨髄腫セミナー2014 2014/5/8
3 Ph+ALLの新たな治療戦略 杉浦　　勇 北陸白血病セミナー 2014/7/12
4 Ｐｈ＋ＡＬＬの新たな治療戦略 杉浦　　勇 中越血液疾患懇話会 2014/10/16



論文・著書 ( 医局）
＜血液・腫瘍内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 成人Ph陽性ALLの治療 筆頭著者 杉浦　　勇 臨床血液　第55巻,第10号,P264-272


