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【論文発表】
■英文原著
◇Kanaya M, Shibuya K, Hirochika R, Kanemoto M, Ohashi K, Okada M, Wagatsuma Y, Cho Y,
Kojima H, Teshima T, Imamura M, Sakamaki H, Shibuya A.
「Soluble DNAM-1, as a predictive biomarker for acute graft-versus-host disease. 」
PLoS One 11:e0154173, 2016
◇Saito M, Matsutani M, Mabe K, Izumiyama K, Mori A, Irie T, Tanaka M, Morioka M, Tanino M.
「 Regression of gastric de nove diffuse large B-cell lymphoma following Hericobacter pylori
eradication： a case report.」
Acta Gastro-Enterologica Belgica Vo.79(3) July-September : P367-369, 2016
◇Saito M, Kanaya M, Izumiyama K, Mori A, Irie T, Tanaka M, Morioka M, Ieko M.
「Treatment of bleeding in acquired hemophilia A with the proper administration of recombinant
activated factor Ⅶ: single-center study of 7 cases.」
International Journal of General Medicine 9: 393-399, 2016
■和文原著
◇斉藤誠, 森岡正信.
「治療に難渋した高齢者・後天性血友病 A の 2 例」
日本老年医学会雑誌 53: 424-430, 2016
◇斉藤誠, 泉山康, 盛暁生, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信, 藤田弘之, 小笹真理子, 宮下憲暢, 佐賀啓良,
三和公明, 岡本宗則.
「消化管病変を内視鏡的に経過観察したマントル細胞リンパ腫の 7 例」
札医通信増刊 306: 103-104, 2016
◇盛暁生, 泉山康, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「core binding factor 急性骨髄性白血病における予後の検討」
札医通信増刊 306: 131-132, 2016

【学会発表】
■国内学会・特別講演
◇盛暁生
「マントル細胞リンパ腫・臨床編」
第 10 回 Lymphoma Clinico-Pathology Conference, 2016 年 2 月 6 日, 札幌
■国内学会・一般講演
◇斉藤誠, 泉山康, 盛暁生, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信, 藤田弘之, 小笹真理子, 宮下憲暢, 佐賀啓良,
三和公明, 岡本宗則
「消化管病変を内視鏡的に経過観察したマントル細胞リンパ腫の 7 例.」

第 41 回札幌市医師会医学会, 2016 年 2 月 21 日, 札幌
◇盛暁生, 泉山康, 斉藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「core binding factor 急性骨髄性白血病における予後の検討.」
第 41 回札幌市医師会医学会, 2016 年 2 月 21 日, 札幌
◇盛暁生, 泉山康, 齋藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信, 谷野美智枝, 木村太一, 田中伸哉.
「再生不良性貧血に対する免疫療法後に発症し rituximab にて改善した EBV 陽性免疫不全症関連リンパ
増殖性疾患.」
第 51 回日血春季地方会, 2016 年 4 月 9 日, 札幌
◇斉藤誠, 金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「後天性血友病 A・7 症例の臨床的検討（活性型第Ⅶ因子製剤の適正使用を求めて）
」
第 113 回日本内科学会総会, 2016 年 4 月 16 日, 東京
◇金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 斎藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「Azacitidine にて細胞学的完全寛解を維持している治療抵抗性急性骨髄性白血病の一例.」
第 227 回内科地方会, 2016 年 7 月 23 日, 札幌
◇盛暁生.
「急性骨髄性白血病における WT1 測定意義.」
第 2 回北海道血液アカデミー, 2016 年 7 月 24 日, 札幌
◇斉藤誠, 盛暁生, 金谷穣, 泉山康, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信, 山本純司, 高橋利幸, 金井哲伸, 大
平浩司, 西原広史.
「H.pyloli 除菌後に顕在化した胃原発 Diffuse Large B-Cell Lymphoma の 2 例.」
第 58 回日血秋季地方会, 2016 年 9 月 10 日, 旭川
◇金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 斎藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「血清 free light chain は多発性骨髄腫微小残存病変マーカーとしては有用ではない.」
Multiple Myeloma Master’s Meeting in Sapporo, 2016 年 9 月 30 日, 札幌
◇Izumiyma K, Mori A, Kanaya M, Saito M, Irie T, Tanaka M, Morioka M.
「A single center retrospective analysis of using novel agents for the tretment of NDMM.」
The 78 Annual Meeting of the Japanese Society of Hematology, 2016 OCT 14, Tokyo
◇金谷穣, 泉山康, 盛暁生, 斎藤誠, 入江達朗, 田中雅則, 森岡正信.
「愛育病院における azacitidine 長期使用症例の臨床的特徴について.」
札幌造血器悪性腫瘍研究会, 2016 年 11 月 11 日, 札幌
■セミナー
盛暁生.
「血液疾患の診断.」
江別市立病院教育カンファレンス, 2016 年 11 月 11 日, 江別
盛暁生.
「骨髄異形成症候群.」
第 2 回北海道血液市民セミナー, 2016 年 10 月 1 日

