
JSCT 研究会 平成 23 年度 事業報告 
 
1.  NHL-10 臨床研究進捗報告会 

平成 23 年 6 月 30 日（木）17:00～18:30 ホテルオークラ福岡 
 

１．NHL-10 臨床研究進捗状況報告 
九州大学病院 血液･腫瘍内科    加藤 光次 先生 

２．FDG-PET 中央画像診断の為の基礎実験と登録症例の診断実施方法 
横浜市立大学大学院医学研究科 放射線医学講座 立石 宇貴秀 先生 

３．FDG-PET 中央画像診断の為の基礎実験(ファントム試験）結果報告 
国立がん研究センター がん予防･検診研究センター 検診開発研究部 

大崎 洋充 先生 
 
 
2.  多発性骨髄腫次期プロトコールプレ検討会 

平成 23 年 9 月 5 日（月）19:00～21:30 ホテルグランヴィア京都 
 
１．多発性骨髄腫次期プロトコール提案 

国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 

 
２．多発性骨髄腫次期プロトコール討議 

国立病院機構 西群馬病院 血液内科  松本 守生 先生 
社会保険京都病院 血液内科   島崎 千尋 先生 
社会保険京都病院 血液内科   淵田 真一 先生 
兵庫県立がんセンター 血液内科   村山 徹 先生 
国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 
福岡大学医学部 腫瘍・血液・感染症内科  高松 泰 先生 

 
 
3.  多発性骨髄腫 MM11 プロトコール検討会 

平成 23 年 10 月 1 日（土）12:00～13:30 ホテルニューオータニ 
 
１．多発性骨髄腫次期プロトコールのこれまでの検討内容報告 

九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 
 
２．多発性骨髄腫での症例特異領域の PCR による MRD 測定 

金沢大学医学部附属病院 血液呼吸器内科  高松 博幸 先生 
 
３．JSCT-MM11 プロトコール討議 

秋田大学医学部附属病院 輸血部   藤島 直之 先生 
国立病院機構 西群馬病院 血液内科  松本 守生 先生 
社会保険京都病院 血液内科   淵田 真一 先生 
金沢大学医学部附属病院 血液呼吸器内科  高松 博幸 先生 
国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 
国立病院機構 大牟田病院    原田 実根 先生 

 
 
4.  ろほう性リンパ腫に対する新規プロトコール検討会 

平成 23 年 10 月 14 日（金）21:00～23:00 名古屋マリオットアソシアホテル 
 
１．ろほう性リンパ腫に対する新規プロトコール NHL11 概要紹介 

九州大学病院 血液･腫瘍内科   加藤 光次 先生 
 



２．JSCT-NHL11 プロトコール討議 
北海道大学病院 血液内科   重松 明男 先生 
虎の門病院 血液内科    伊豆津 宏二 先生 
兵庫県立がんセンター 血液内科   村山 徹 先生 
岡山大学病院 血液･腫瘍内科   前田 嘉信 先生 
岡山大学病院 血液･腫瘍内科   近藤 英生 先生 
福岡大学病院 腫瘍･血液･感染症内科  高松 泰 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   加藤 光次 先生 

 
 
5.  JSCT 研究会 臨床研究進捗報告会 

平成 23 年 10 月 14 日（金）18:40～20:00 名古屋国際会議場 
司会：国立病院機構 大牟田病院     原田 実根 先生 
 
JSCT 研究会 臨床研究進捗状況概要紹介 

JSCT 代表幹事 大牟田病院   原田 実根 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」症例登録状況 

九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 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」論文化進捗状況 

国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科･造血幹細胞移植科 
金 成元 先生 
 

NHL10：「びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する治療早期の FDG-PET を用いた、 
rituximab 併用の大量化学療法+自家末梢血幹細胞移植、および R-CHOP 療法への層 
別化治療法の検討」症例登録状況 

九州大学病院 血液･腫瘍内科   加藤 光次 先生 
 

MM10：「症候性多発性骨髄腫（MM）に対する自家末梢血幹細胞移植後のレナリドマイ 
ド強化維持療法の有効性と安全性の検討」症例登録状況 

MM11：次期 MM プロトコール概要紹介 
国立病院機構 岡山医療センター 血液内科  角南 一貴 先生 

 
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」移植後 1 年時点の成績 
紹介 

FB10：「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有効性の検討」症例登録状況 

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.  多発性骨髄腫 MM12 プロトコール検討会 

2012 年 1 月 9 日（月･祝）15:30～17:30 東京国際フォーラム 
 
１．多発性骨髄腫 MM12 プロトコールのこれまでの検討内容報告 

国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 
 
2．JSCT-MM12 プロトコール討議 

秋田大学医学部附属病院 輸血部   藤島 直之 先生 
国立病院機構 西群馬病院 血液内科  松本 守生 先生 
社会保険京都病院 血液内科   淵田 真一 先生 
金沢大学医学部附属病院 血液呼吸器内科  高松 博幸 先生 



兵庫県立がんセンター 血液内科   水野 石一 先生 
国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   宮本 敏浩 先生 
福岡大学医学部 腫瘍・血液・感染症内科  髙松 泰 先生 
久留米大学 医学研究科 バイオ統計センター 米本 孝二 先生 

 
 

7.  JSCT-MM12 Kick-off Meeting 
日時：平成 24 年 2 月 23 日（木）19:00～20:00 大阪国際会議場 
司会：九州大学医学部 病態修復内科学   赤司 浩一 先生 

 
「未治療症候性多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末梢血幹 
細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床研究」 
（JSCT-MM12）多施設共同臨床研究の概要紹介 

国立病院機構岡山医療センター 血液内科  角南 一貴 先生 
 
 
8.  平成 23 年度 幹事会 

平成 24 年 2 月 24 日（金） 8:00～8:40 大阪国際会議場 
 
 


