
JSCT 研究会 平成 22 年度 事業報告 
 
1.  PTCL-Retro 日韓共同調査研究 結果報告会 

平成 22 年 6 月 12 日（土）16:30～18:00  LOTTE HOTEL SEOUL 36F Astor Suite 
 
「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」の

解析データ報告 
国立がんセンター中央病院    金 成元 先生 

 
 
2.  第 1 回 多発性骨髄腫次期プロトコール(MM10)検討会 

平成 22 年 6 月 15 日（火）19:30～21:30  羽田エクセルホテル東急 
 
１．多発性骨髄腫次期プロトコール提案 

初発症候性多発性骨髄腫に対する LD 療法による寛解導入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と安全性を確認する臨床研究第Ⅱ相試験 
国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 

 
寛解導入療法後の初発症候性多発性骨髄腫に対して自家末梢血幹細胞移植を行い、移植後の寛

解維持療法としての LD 療法の有効性を検討する無作為比較第Ⅱ相臨床試験 
富山県立中央病院 血液内科   吉田 喬 先生 

 
２．多発性骨髄腫次期プロトコール討議 

 
 
3.  米子学術講演会 

平成 22 年 6 月 26 日（土）17:00～18:30  米子コンベンションセンターBiG ShiP 
 
座長：島根県立中央病院 血液腫瘍科   吾郷 浩厚 先生 

JSCT-NHL08 研究結果報告 
「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：日韓共同研究

（PTCL Retro J&K）」病理中央診断を組み込んだ日韓共同研究の結果 
国立がん研究センター中央病院 特殊病棟部 血液内科・幹細胞移植科 

金 成元 先生 
 
座長：国立病院機構 米子医療センター 血液腫瘍科  但馬 史人 先生 

JSCT-FB09 進捗状況報告 
「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」について 
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 

 
特別講演 
「臍帯血移植と生着不全」 

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 
 
 
4.  FB09 次期プロトコール(FB10)検討会 

平成 22 年 7 月 3 日（土）19:00～20:30  名古屋キャッスルプラザ 
 
司会： 国立病院機構 大牟田病院 原田 実根 先生 
参加： 済生会前橋病院  佐倉 徹 先生 

虎の門病院  内田 直之 先生、山本 久史 先生、田矢 裕規 先生 
国立がんセンター 森 慎一郎 先生 
島根県立中央病院 吾郷 浩厚 先生 
九州大学病院  豊嶋 崇徳 先生、宮本 敏浩 先生 

加藤 光次 先生、森 康雄 先生 



浜の町病院  衛藤 徹也 先生、齋藤 統之 先生 
原三信病院  上村 智彦 先生 
久留米大学病院  長藤 宏司 先生 
同志社女子大学  森田 邦彦 先生、松元 加奈 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

造血幹細胞移植の有効性の検討」（JSCT-FB10）多施設共同臨床研究の臨床成績紹介 
「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」JSCT FB09 次期プロトコール(FB10)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 

 
 
5.  第 2 回 多発性骨髄腫次期プロトコール（MM10)検討会 

平成 22 年 7 月 10 日（土）12:00～14:00  品川プリンスホテル 
 
参加者：富山県立中央病院 血液内科  吉田 喬 先生 

国立病院機構 岡山医療センター 血液内科 角南 一貴 先生 
国立病院機構 西群馬病院 血液内科 松本 守生 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科  加藤 光次 先生 
大分県立病院 血液内科   大塚 英一 先生 

 
１．多発性骨髄腫次期プロトコール提案 
「初回寛解導入療法非奏効の症候性多発性骨髄腫（MM）に対する再寛解導入療法後に自家末梢

血幹細胞移植を行い奏効症例に対するレナリドマイド維持療法の有効性と安全性を確認する第

Ⅱ相臨床試験」 
国立病院機構 岡山医療センター 内科  角南 一貴 先生 

 
２．多発性骨髄腫次期プロトコール討議 

 
 
6.  NHL10 プロトコール検討会 

平成 22 年 7 月 30 日（金）20:00～22:30  羽田エクセルホテル東急 
 
参加者：虎の門病院 血液内科    伊豆津 宏二 先生 

九州大学病院 血液・腫瘍内科   加藤 光次 先生 
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 
国立がん研究センターがん予防健診研究センター 大崎 洋充 先生 

 
 

7.  第 3 回 多発性骨髄腫プロトコール(MM10)検討会 
平成 22 年 9 月 6 日（月）19:30～21:30  羽田エクセルホテル東急 

 
参加者：国立病院機構 大牟田病院   原田 実根 先生 

富山県立中央病院 血液内科  吉田 喬 先生 
国立病院機構 岡山医療センター 血液内科 角南 一貴 先生 
国立病院機構 西群馬病院 血液内科 松本 守生 先生 
九州大学病院 血液･腫瘍内科  宮本 敏浩 先生 

 
1. 多発性骨髄腫次期プロトコール(MM10) アンケート調査結果報告 
2. 多発性骨髄腫次期プロトコール(MM10) 検討 

 
 
8.  JSCT 研究会 臨床研究進捗報告会 

平成 22 年 9 月 24 日（金）18:45～20:45  ヨコハマ グランド インターコンチネンタ 
 
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 

 
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 

 
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 
九州大学病院 血液･腫瘍内科   加藤 光次 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 
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 
 

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 
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 
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 
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 

 
 
9.  平成 22 年度 幹事会 

平成 22 年 3 月 9 日（水）8:00～8:40  愛媛県県民文化会館(ひめぎんホール) 
 


