
JSCT 研究会 平成 21 年度 事業報告 
 
1.  新規臨床研究 高齢者 Flu+ivBu12.8 プロトコール検討会 

平成 21 年 4 月 25 日（土）12:00～13:30 名古屋キャッスルプラザ 
 

参加者：国立病院機構 大牟田病院  原田 実根 先生 
九州大学病院 血液腫瘍内科  豊嶋 崇徳 先生、宮本 敏浩 先生 
国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 福田 隆浩 先生、平本 展大 先生 
虎の門病院 血液内科   谷口 修一 先生、内田 直之 先生 
同志社女子大学 薬学部 臨床薬剤学研究室 森田 邦彦 先生、松元 加奈 先生 

 
 
2.  高齢者 Flu+ivBu12.8 臨床研究実施計画書検討会 

平成 21 年 6 月 13 日（土）12:00～13:30 ホテルニューオータニ 
司会：国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 
 
１．「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと静注ブスルファンによる移植前治療を用

いた造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討」臨床研究実施計画書検討 
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 血液科 内田 直之 先生 

２．「非血縁者間骨髄移植、臍帯血移植を対象とした HHV-6 再活性化に対する予防的ホスカルネ

ット投与の効果を評価するランダム化比較試験」臨床試験実施計画書検討 
大分大学医学部附属病院 血液内科   緒方 正男 先生 

 
 
3.  PTCL 日韓共同調査研究進捗報告会 

平成 21 年 7 月 10 日（金）12:30～13:30 淡路夢舞台国際会議場 
 

「PTCL Retro J&K 末梢 T 細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討：日

韓共同調査研究」進捗報告 
国立がんセンター中央病院 特殊病棟部  金  成元 先生 

 
 
4.  PTCL 日韓共同調査研究 病理中央診断コンセンサス会議 

平成 21 年 8 月 26 日（水）13：00～17:00 ソウル大学病理学教室 
 

「末梢 T 細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討：日韓共同調査研究」

臨床研究のディスカッション顕微鏡を使用したコンセンサス診断 
病理中央診断パネル 
久留米大学病院 病理部    大島 孝一先生 
岡山大学医学部 病理学教室   吉野 正先生 
Seoul National University    Chul-Woo Kim 先生 
Seoul National University    Yoon-Kyung Jeon 先生 

 
 
5.  JSCT-FB09 Kick-off Meeting 

平成 21 年 8 月 30 日（日）17:30～18:30 ベルサール飯田橋 
司会：国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 

 
「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと静注ブスルファンによる移植前治療を用いた

造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討」（JSCT-FB09）多施設共同臨床研究の概要紹介 
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 血液内科 内田 直之 先生 

 
 
6.  臨床研究進捗報告会 

平成 21 年 10 月 23 日（金）16:15～17:15 グランドプリンスホテル京都 
司会：国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 



 
MM00：多発性骨髄腫に対する VAD 療法の評価および自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法

(Tandem Transplantation)の Phase Ⅰ/Ⅱ Feasibility Study  
国立病院機構 岡山医療センター 血液内科  角南 一貴 先生 

 
MM05：多発性骨髄腫に対する tandem auto-PBSCT と、auto/mini-allo transplant の比較

Randomized Phase2 Study 
久留米大学医学部 血液内科   長藤 宏司 先生 

 
AML96:急性骨髄性白血病に対する大量化学療法＋自己末梢血幹細胞移植と維持強化療法との

prospective randomized trial protocol  
岡山大学医学部附属病院 血液･腫瘍内科  品川 克至 先生 

 
AML03：急性骨髄性白血病を対象とした寛解後療法（Ara-C 大量療法 vs 自家末梢血幹細胞移植併

用 G-CSF/BEA 療法）のランダム化比較試験 
九州大学病院 血液・腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 

 
NHL04：びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫に対する Rituximab を併用した Biweekly CHOP
療法および大量化学療法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性に関する検討 

兵庫県立がんセンター 血液内科   村山 徹 先生 
 

NHL04 の課題と次期プロトコールの検討 
浜の町病院 血液内科    沼田 晃彦 先生 

 
NHL08：末梢 T 細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討 日韓共同調査

研究 PTCL-Retro J&K  
国立がんセンター中央病院 血液内科  金 成元 先生 

 
BC07：腋窩リンパ節転移 4 個以上の乳癌に対する自家 Tandem 移植を併用した術後補助化学療法

の pilot study  
北九州市立医療センター 内科   杉尾 康浩 先生 

 
FB09：高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと静注ブスルファンによる移植前治療を

用いた造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討 
虎の門病院 血液内科    内田 直之 先生 

 
 
7.  FB09 プロトコール説明会 

平成 21 年 11 月 25 日（水）18:30～20:00 徳島赤十字病院 
司会：徳島赤十字病院 血液内科 後藤 哲也 先生 

 
「虎の門病院 血液内科の現状と今後の展望」 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 血液内科 谷口 修一 先生 
 

「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと静注ブスルファンによる移植前治療を用いた

造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討」（JSCT-FB09）多施設共同臨床研究の概要紹介 
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 血液内科 内田 直之 先生 

 
 
8.  次期 NHL プロトコール プレ検討会 

平成 21 年 11 月 28 日 14:00～15:00 博多センタービル 
参加者：浜の町病院 血液内科    衛藤 徹也 先生、沼田 晃彦 先生 

原三信病院 血液内科    伊藤能清 先生 
久留米大学病院 血液内科    長藤 宏司 先生 
国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科  福田 隆浩 先生 
九州大学病院 血液腫瘍内科   宮本 敏浩 先生、加藤 光次 先生 



 
 
9.  PTCL 日韓共同調査研究 病理中央診断コンセンサス会議 

平成 21 年 12 月 23 日（水）24 日（木）25 日（金） 北海道大学病院 病理部 
 

１．「末梢 T 細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討：日韓共同調査研

究」臨床研究の進捗状況報告 
国立がんセンター中央病院 血液内科  金 成元 先生 

 
２．「末梢 T 細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討：日韓共同調査研

究」臨床研究のディスカッション顕微鏡を使用したコンセンサス診断 
病理中央診断パネル 
北海道大学病院  病理部   松野 吉宏 先生 
名古屋大学医学部 臓器病態診断学  中村 栄男 先生 
岡山大学医学部  病理学教室   吉野 正 先生 
久留米大学病院  病理部   大島 孝一 先生 

 
 
10.  新規 NHL プロトコール検討会 

平成 22 年 1 月 10 日（日）11:00～12:30 東京国際フォーラム 
司会：国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 

 
１．新規 NHL プロトコール提案 

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院  沼田 晃彦 先生 
 

２．新規 NHL プロトコール附随研究提案 
久留米大学病院 血液･腫瘍内科  岡村 孝 先生 

 
３．新規 NHL プロトコール討議 

 
４．次期 MM プロトコール紹介 

国立病院機構 岡山医療センター 血液内科 角南 一貴 先生 
 
 
11.  平成 21 年度 学術講演会 

平成 22 年 2 月 18 日（木）20:00～22:00 アクトシティ浜松 
司会：国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 

 
小児悪性腫瘍分科会 
座長：鹿児島大学病院 小児科 河野 嘉文 先生 
中通総合病院  小児科 渡辺 新 先生 
「難治性 AML に対する抗 CD33 モノクローナル抗体薬 - gemtuzumab ozogamicin を含む治療法

の検討- 最近の知見を踏まえて-」 
東京慈恵会医科大学 内科学（腫瘍・血液） 薄井 紀子 先生 

 
造血器腫瘍分科会 
座長：国立病院機構 大牟田病院 院長 原田 実根 先生 
新規 NHL 臨床研究プロトコール検討会 

九州大学病院 血液腫瘍内科   沼田 晃彦 先生 
 
 
12.  平成 21 年度 幹事会 

平成 22 年 2 月 19 日（金）8:00～8:40 アクトシティホテル浜松 
 
 


