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第 6 回瀬戸内血液研修会のご案内 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 皆様お忙しくお過ごしのこととご拝察いたします。 

 さて、瀬戸内血液研修会の第 6 回を下記の日程、要綱で行いますのでご案内致します。 

第 5回において次回のご案内をしたとおり、骨髄増殖性腫瘍、多発性骨髄腫のテーマで行います。2016

年 4 月に血液悪性腫瘍 WHO 分類の update が Blood に発表されましたので、 今回、午前のプログラムに

myeloid 系の改訂の アウトラインについてを組み込みました。また、骨髄増殖性腫瘍（BCR-ABL1+）につ

いては, その治療薬 tyrosine kinase inhibitor（TKI）無しに病態の評価をすることは出来ないと考え、 

TKI 治療の現状を合わせて学習したいと思います。午後は、リンパ系の最終分化段階 plasma cell の腫瘍

の発生母地について学習後, MGUS,骨髄腫、 リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)、 アミロイドーシス、 POEM 

症候群はどのような関係にあるのか、それを鑑別するために腫瘍細胞の形態, 血液免疫生化学をどう考え

るのかなどを学習します。 

その後に形質細胞腫瘍周辺疾患の CBC・血液免疫生化学の評価、末梢血・骨髄の腫瘍細胞の鑑別、surface 

marker、染色体異常などの結果を呈示し、症例を解説するセッションを企画しました。時間の関係で CPC

形式のような討論者を立てませんが、ご案内と一緒に 3症例のデータを添付致しますので検討のうえご参

加ください。事前解答用紙も別添えで準備しました。記入の上、ぜひご提出ください 

 

今回も広い会場( 25 号館 8 階の理大 ホール ) をお借り出来そうですので 200 名の受講者を募集しま

す。興味のある方多数の皆様のご参集をお待ちしています。 

 

 

世話人代表        岡山理科大学 臨床生命科学科           田中  正信  

〃                         片岡 健               

四国中検                    丸本  浩二  

愛媛県立医療技術大学 臨床検査学科    山岡 源治 

小野田赤十字病院 検査課            荒木  三奈子   

広島大学病院 医療技術部        中川 浩美                                  

岡山大学病院 医療技術部     渡部 俊幸 

                 

  

 

記 

 

日時：2017 年（平成 29年）3月 26 日（日）9：50～15：30 

場所：岡山理科大学 25 号館 8階  理大ホール 
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要綱 

9:00～9:50  受付 

9:50～10:00  オリエンテーション : 片岡 健 （ 岡山理科大学 ） 

初めの挨拶：田中 正信 ( 岡山理科大学 ) 

 

午前の部 10:00～12:00  

WHO 2016 年 update について 2008 年分類と比較してどう異なっているのかを２人の演者に症例を交

えて概説していただく。 その後、骨髄増殖性腫瘍（BCR-ABL1+）に対する TKI 治療の現状・問題点に

ついて、 症例を交えて講演していただく。   

司会：山岡 源治（ 愛媛県立医療技術大学 )       

                                             ：今田 昌秀（ 岡山大学病院 ） 

1. WHO 2016 update 改訂の概説  

10:00～10:30 

1）骨髄異形成症候群・MDS/MPN 

               演者：河野 浩善( 広島市立広島市民病院 ) 

10:30～11:00 

2）急性骨髄性白血病（含む AML/MRC）・骨髄増殖性腫瘍 

             演者：渡辺 智昭( 済生会松山病院 )  

11:00～11:15  

質疑・応答 

 

2. 骨髄増殖性腫瘍（BCR-ABL1+）の治療 

11:15～11:50 

CML 研究検査の歴史と TKI 治療の現状と問題点 

                   演者：青江 伯規( 岡山大学病院 ) 

11:50～12:00 

質疑・応答 

 

昼食・休憩  12:00～13:00   

<持ち寄りの症例検討>    担当：丸本 浩二( 四国中検 )、渡部 俊幸( 岡山大学病院 ) 

珍しい症例、診断に苦慮している症例があれば、7階フロアで鏡検しますのでお持ち下さい。 

 

午後の部   13:00～15:30  

  リンパ系の最終分化段階 plasma cell の腫瘍（骨髄腫）の発生母地について学習後、これらの 

腫瘍 MGUS、骨髄腫、リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)、 アミロイドーシス、 POEM 症候群はど 

のような関係にあるのか、腫瘍細胞の形態はどうなのか? 鑑別には血液免疫生化学をどう考える 

のかなどを学習する。 その後、CBC・血液免疫生化学の評価、末梢血・骨髄の腫瘍細胞の鑑別、 

surface marker、染色体異常などについて解読し、検査データを読み解く力を養う。（事前配布の 3症 

例について考察する。） 
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司会：荒木 三奈子（小野田赤十字病院 ） 

    ：中川 浩美 （ 広島大学病院 ）  

3. 形質細胞腫瘍周辺疾患 

13:00～13:30 

1)骨髄腫の病態 

                     講演：丸本 浩二（ 四国中検 ） 

 13:30～13:50 

2)骨髄腫周辺疾患の治療 

                     講演：竹内 誠 先生( 岡山赤十字病院 ) 

  13:50～14:00 

     3)質疑・応答 

4. 形質細胞腫瘍周辺疾患症例の検査データ解読  

   ※ 案内の最後に検査データ有り。別添えで事前提出の解答用紙有り。  

14:00～14:25 

症例１                            プレゼンター ：梶原 享子（ 広島大学病院 ） 

 

14:25～14:50 

症例２               プレゼンター ：前川 恭子（ 中国中央病院 ） 

 

14:50～15：15 

  症例３               プレゼンター ：中野 かおり( 山口大学病院 ) 

 

15:15～15:25  

セッション全般での質疑・まとめ 

                          助言者  

竹内 誠 先生 （岡山赤十字病院 第一血液内科部長） 

三澤 眞人先生 （赤穂中央病院 血液内科部長 ）    

15：25～15:30  終わりの挨拶 : 渡部 俊幸 （岡山大学病院） 

 

世話人 

香川県  丸本浩二（四国中検） 

愛媛県  山岡源治（愛媛県立医療技術大学 臨床検査学科） 

山口県  荒木三奈子（小野田赤十字病院 検査課）、中野かおり（山口大学医学部附属病院 検査部）、 

広島県  中川浩美（広島大学病院 医療技術部）、西村龍太（広島赤十字・原爆病院 輸血部 血液

検査課） 

岡山県  渡部俊幸・今田昌秀（岡山大学病院 医療技術部）、榊原佳奈枝（川崎医療短期大学 臨床

検査科）、藤井紀代美（岡山労災病院 中央検査部）、戸田聡江（倉敷成人病センター 検査

科）、平野香織（倉敷紀念病院 検査科）、児島葉子（岡山労災病院 研究センター）、 

片岡健・田中正信（岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科） 
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参加希望要綱 

 会費：3.000 円（弁当・お茶、資料代を含む） ※研修会当日、受付でお支払いください。 

 

 申し込み方法 締切：２月末日 

各県世話人代表か、直接 事務局 yokokojima@okayamah.johas.go.jp 児島葉子宛に申し込みくだ

さい。 

お願い 

300 人収容の会場で受け入れには余裕がありますが、整理の都合上申し込みは早めにお願いします。 

 

昼食準備の関係で、締め切り以降やむを得ず欠席される場合は、yokokojima@okayamah.johas.go.jp 

児島葉子 まで、すみやかにご連絡ください。 

 

研修会全般の照会先：岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科 

 ℡ 086（256）9417 片岡 健・田中 正信 

 

＜会場へのアクセス＞ 

バス・タクシーの利用をお勧めします。 

バス   JR 岡山駅西口 22 番乗り場 岡電バス 47 岡山理科大学線  

終点「岡山理科大学」下車 210 円 20 分 

      ※岡山理科大学バス停からエスカレーターで正門ロータリーに上がってください。 

 

時刻表土日祝 往路 岡山駅西口 22 番乗り場 8：40、9：00、9：20  発  

帰路 岡山理科大学     15：40、16：05、16：30 発 

     

タクシー JR 岡山駅（東口 西口）から「岡山理科大学正門ロータリー」約 15 分。 

     約 4.5km 1,600～2,000 円 

 

車でお越しの方には駐車場を用意致します。 

「岡山理科大学へのアクセス」http://www.ous.ac.jp/access.php?jpml=accessmap  

 

当日は、駐車場・正門ロータリー辺りに案内の学生がいます。 

 

mailto:yokokojima@okayamah.johas.go.jp
mailto:yokokojima@okayamah.johas.go.jp
http://www.ous.ac.jp/access.php?jpml=accessmap
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形質細胞腫瘍周辺疾患症例の検査データ 

症例 1 

 

梶原 享子 

広島大学病院 

 

【症例】80 歳代 女性 

【既往歴】高脂血症, 骨粗鬆症, 不整脈 

【現病歴】20XX 年 4 月に圧迫骨折し,7 月

蛋白尿及び腎機能低下が認められた。精査

加療目的にて腎臓内科に入院となる。その

後の検査で尿中 M 蛋白を認めたため、血液

内科に紹介となった。 

【初診時検査所見】 

（末梢血） 

WBC 4.63 ×103/μL,RBC 3.76×104/μL, 

Hgb 11.4 g/dL, PLT 209 ×103/μL, Band   

4%, Seg 54 %, Lym 28 %, Mono 11 %, Eo 

0 %, Baso 2 % 

（生化学） 

T-Bil 1.1 mg/dL, AST 17 U/L, ALT 14 U/L, 

LD 224 U/L,TP 8.0 g/dL, ALB 4.7 g/dL, 

UN 30.8 mg/dl, CRE 1.97 mg/dL, CRP 

0.24 mg/dL,IgG 1200 mg/dL,IgA 114 

mg/dL,IgM 25 mg/dL, 

（骨髄） 

NCC 158670/μL, Mgk 18.75/μL, 赤芽球

系 14.8 %, 骨髄球系 32.2 %, リンパ球系 

7.2  %, その他 45.8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  血清 蛋白分画 

 

 

 

図 2 骨髄（×400）MG 染色 

 

 

 

図 3 骨髄（×1000）MG 染色 
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症例 2 中国中央病院 前川恭子 

【症例】70 歳代 男性 

【既病歴】特記なし 

【現病歴】腰痛で整形外科入院, 

 血球減少（ 貧血・血小板減少 ） 

【入院時所見】 

〔末梢血検査所見〕 

CBC 生化学 

WBC 4.02×109 /L AST  34 U/L 

RBC 2.03×1012 /L ALT  27 U/L 

Hb  7.0 g/dL ALP  369 U/L 

Ht  21.9 ％ LD  156 U/L 

PLT  

MCV 

40×109/L 

107.9fL 

T.P  

ALB 

11.7 g/dL 

 3.8g/dL 

Reticulo － Fe 95 mg/dL 

WBC 分類 UIBC  98 mg/dL 

Pro  1％ ﾌｪﾘﾁﾝ  356.5ng/mL 

My  1％ CRP  0.31 mg/dL 

Band  1％ BUN  22.5 mg/dL 

Seg  11％ ｸﾚｱﾁﾆﾝ  0.81 mg/dL 

Mo  2％ IgG  7000 mg/dL 

Ly 70％ IgA 7 mg/dL 

MM? 13％ IgM 3 mg/dL 

Ebl 4％   

連銭形成 ＋   

       

 

 

 

 

 

〔身体所見〕 

肝脾腫大 (－) リンパ節腫大 (－) 発熱 (－)  

紫斑 (－) 出血傾向 (－) 骨融解像 (＋) 

〔骨髄〕 

Plasma cell：26.4％,  

Abnormal lymphocyte? 72.4％ 

【Surface marker】 

CD19－, CD38+：84.8％. CD138+, CD38+ : 89.1%. 

CD20+, CD38+: 58.0%.  CyclinD1+ 

【染色体】t(11:14)(q13:q32) 

 

 

    

    

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 蛋白＋ Albumin  

図 3 骨髄 MPO 染色 

図 4 骨髄 PAS 染色 

図１  末梢血 メイ・ギムザ染色 

図 2  骨髄 メイ・ギムザ染色 

図 2 の拡大像  骨髄 メイ・ギムザ染色 

蛋白分画像 

A/G :0.48 33.3% 

57.8% 
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症例 3 

山口大学医学部附属病院検査部  

中野かおり 

 

【症例】60 歳代男性。主訴：汎血球減少、視力低下。 

肺気腫に対し通院中の他院で汎血球減少を認め、精

査目的に前医血液内科を紹介受診した。その際、総タ

ンパク，IgM の著増、骨髄検査にて形質細胞の増加を

認めた。両眼の網膜中心静脈閉塞症と黄斑部漿液性網

膜剥離を認め、過粘稠症候群による変化と考えられた。

精査目的にて当院紹介、入院となった。 

 

【検査所見】 

<末梢血・生化学・免疫血清検査> 

WBC 2330/µL、RBC 297×10４/µL、Hb 7.9 g/dL、Ht 26.3%、 

Plt 8.2×104/µL、TP 10.2 g/dL、Alb 2.6 g/dL、T-Bil 

1.1 mg/dL、 BUN 25 mg/dL、Cre 1.06 mg/dL、UA 11.3 

mg/dL、Ca 2.22 mmol/L、IgG 1102.4 mg/dL、IgA 135.5 

mg/dL、IgM 6219.0 mg/dL 

 

<血清免疫固定法>  IgM-κ型 

 

<骨髄検査>過形成骨髄、形質細胞 20.4%、 

 

<表面マーカー> 

CD38 ゲーティング：CD19(+)、CD20(-)、cy-κ(+)、

CD45(+)、CD49e(-)、CD54(+)、CD56(-)、CD138(+)、

MPC-1(+) 

CD45 ゲーティング:CD10(-)、CD19(+)、CD20(+)、

CD23(-)、CD56(-)、κ-chain(+) 

 

<染色体検査> 46，XY [20/20]  

 

<細胞遺伝子解析> 

MYD88 L265P 変異 検出 

 

 

 

末梢血 MG 染色 

骨髄 MG 染色 

骨髄 MG 染色 


