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第３日目　2021年 ６ 月2６日（土）　　　●第６1回日本リンパ網内系学会総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●第24回日本血液病理研究会
第１会場・第１会場サテライト：
岡山コンベンションセンター　 3 階　コンベンションホール・301会議室

8:00～8:50　　　　モーニングセミナー2
 （共催　セルジーン株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）

座長：前田　嘉信（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学）

「再発・難治性B細胞性リンパ腫に対する新たな治療選択肢」

伊豆津　宏二
国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科

9:00～10:40　　　 シンポジウム2
リンパ系腫瘍の分子病態～ beyond genome  era ～

座長：片岡　圭亮（慶應義塾大学医学部　血液内科）
　　　遠西　大輔（岡山大学病院　ゲノム医療総合推進センター　血液・腫瘍内科）

SY2-1 「Gene expression in the classification of DLBCL」

David W Scott, MBChB PhD
University of British Columbia

SY2-2 「リンパ腫のエピゲノム異常と臨床的意義」

山岸　誠
東京大学大学院　新領域創成科学研究科　メディカル情報生命専攻　

SY2-3 「悪性リンパ腫のシングルセル解析による病態解明」

古屋　淳史1），斎藤　優樹1,2），下田　和哉3），片岡　圭亮1,4）

国立がん研究センター研究所　分子腫瘍学分野1），
慶應義塾大学医学部　消化器内科2），
宮崎大学医学部　消化器血液学分野3），
慶應義塾大学医学部　血液内科4）

SY2-4 「造血器腫瘍臨床における遺伝子パネル検査の有用性について」

前田　高宏
九州大学大学院医学研究院プレシジョン医療学
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10:50～11:40　　　一般演題口演③
座長：髙松　泰（福岡大学医学部　腫瘍･血液･感染症内科学）
　　　宮岡　雅（東海大学医学部基盤診療学系病理診断学）

O-12   関節リウマチ（RA）患者における制御性T細胞（Treg）の解析
横山　あき1），内山　孝由1），祇園　由佳3），佐藤　康晴3），小山　芳伸4），
青木　定夫1,2）

新潟薬科大学薬学部病態生理学研究室1），新潟南病院血液内科2），
岡山大学大学院保健学研究科病態情報科学3），岡山赤十字病院膠原病・リウマチ内科4）

O-13   皮膚原発T細胞性リンパ腫におけるPD-L1発現の検討
高橋　恵美子1），谷口　奈都希1），都築　豊徳1），土田　孝2），馬場　聡2），
中村　栄男3）

愛知医科大学病院　病理診断科1），浜松医科大学附属病院　病理診断科2），
半田市立半田病院　病理診断科3）

O-14   医原性免疫不全関連リンパ腫として発症した形質芽球性リンパ腫
山田　悠一1），友川　拓也2），遠藤　友志郎2），加藤　丈晴1），佐藤　信也1），
安東　恒史1），澤山　靖1），新野　大介3），今泉　芳孝1），波多　智子1），
大島　孝一4），川上　純2），宮㟢　泰司1）

長崎大学病院　血液内科1），長崎大学病院　リウマチ・膠原病内科2），
佐世保市総合医療センター　病理診断科3），久留米大学　病理学講座4）

O-15   濾胞性リンパ腫grading（grade1及びgrade2）の再評価
麻奥　英毅1），岡谷　健史1），板垣　充弘1），片山　雄太1），布村　拓也1），
陳之内　文昭1），今中　亮太1），許　鴻平1），岩戸　康治2），牟田　毅3），
藤原　恵4）

広島赤十字・原爆病院　血液内科1），広島赤十字・原爆病院　検査部2），
広島赤十字・原爆病院　輸血部3），広島赤十字・原爆病院　病理部4）

O-16   MTX関連リンパ増殖性疾患として発症した初発進行期ホジキンリンパ腫に対する
A+AVD療法

岩城　憲子，畑田　達哉，井美　達也，高松　博幸，中尾　眞二
金沢大学附属病院　血液内科
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11:50～12:40　　　ランチョンセミナー4 （共催　中外製薬株式会社／日本新薬株式会社）

座長：鈴木　律朗（島根大学医学部附属病院　血液内科）

「濾胞性リンパ腫診療の現状と今後」

棟方　理
国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科

13:20～15:00　　　第24回日本血液病理研究会
若手のためのリンパ腫の診断と治療

座長：佐藤　康晴（岡山大学大学院保健学研究科　病態情報科学）
　　　後藤　尚絵（藤田医科大学医学部　血液内科学）

「病理医，メディカルスタッフに知ってほしいリンパ腫診療の流れ　～血液内科医の視点から～」

小林　宏紀
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学

「リンパ腫診断におけるEUS-FNA：基本と応用」

向井　強
金沢医科大学病院　消化器内視鏡学

「正しいリンパ腫病理診断をするために　～標本を見る前に押さえておくべきポイント～」

佐藤　啓
愛知医科大学病院　病理診断科

「悪性リンパ腫の骨髄浸潤　～形態とFCMからのアプローチ～」

塔村　亜貴
広島赤十字・原爆病院輸血部　血液検査課



2021年　第61巻 33

15:10～17:20　　　リンパ腫教育セミナー（日本リンパ網内系学会教育委員会企画）
座長：伊豆津　宏二（国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科）
　　　三好　寛明　（久留米大学医学部　病理学講座）

ゲノム医療の基礎知識

「固形腫瘍でのがんゲノム医療・遺伝子パネル検査の運用について」

三好　寛明
久留米大学医学部　病理学講座

「がんゲノム医療の臨床現場での課題」

遠西　大輔
岡山大学病院　ゲノム医療総合推進センター　血液・腫瘍内科

リンパ系腫瘍のトピックス

「再発/治療抵抗性DLBCL」

蒔田　真一
国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科

「再発・難治性濾胞性リンパ腫」

錦織　桃子
京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学

「低分子阻害薬（BTK阻害薬，BCL-2阻害薬）を用いたCLLに対する最新治療」

瀧澤　淳
新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学分野

17:20～17:30　　　閉会式
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第３日目　2021年 ６ 月2６日（土）　　　●第６1回日本リンパ網内系学会総会

第２会場・第２会場サテライト：
岡山コンベンションセンター　 2 階　レセプションホール・201会議室

10:40～11:40　　　スポンサードシンポジウム2 （共催　ＭＳＤ株式会社）

座長：山本　一仁（愛知県がんセンター　血液・細胞療法部）

「 分子イメージングによるT細胞活性化機構の解明とがん免疫～免疫チェックポイント分子と
CARのシグナロソーム～」

横須賀　忠
東京医科大学　免疫学分野

11:50～12:40　　　ランチョンセミナー5 （共催　エーザイ株式会社）

座長：伊藤　量基（関西医科大学附属病院　血液腫瘍内科）

「再発/難治性PTCL治療の現状とこれから−デニロイキン ジフチトクスの位置づけについて−」

黒田　純也
京都府立医科大学　血液内科学
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第３日目　2021年 ６ 月2６日（土）　　　●第６1回日本リンパ網内系学会総会

第３会場：岡山コンベンションセンター　 1 階　イベントホール東

11:50～12:40　　　ランチョンセミナー6 （共催　小野薬品工業株式会社）

PCNSL WM/LPL

座長：永井　宏和（名古屋医療センター　臨床研究センター）

「中枢神経系悪性リンパ腫の病態と治療−エビデンスと今後の展望−」
永根　基雄

杏林大学医学部　脳神経外科学教室

「新規BTK 阻害剤チラブルチニブによるWM/LPL 治療」

柴山　浩彦
国立病院機構　大阪医療センター　血液内科
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第３日目
10:40～11:05　　　　ポスター発表
　　　　ポスターセッション７

座長：得平　道英（地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター血液内科）

P7-1 　 単一施設における中枢神経系原発びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫21例の後方視的
解析

久納　俊祐，川口　拓哉，髙木　雄介，新美　圭子，小杉　浩史
大垣市民病院

P7-2 　 CD５陽性DLBCLに対してDA-EPOCH-R/HD-MTX療法を施行し奏効を得た５症例の
報告

上江田　優美1），橘　盛昭1），新井　冨生2），宮本　鋼1）

東京都健康長寿医療センター　化学療法科1），東京都健康長寿医療センター　病理診断科2）

P7-3 　 びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫診断時に合併をみとめた多発性骨髄腫の一例
佐橋　里美，岡崎　翔一郎，鈴木　弘太郎，岩井　雅則

岐阜県立多治見病院

P7-4 　 Liquid biopsyが補助診断に有効であった血管内大細胞型B細胞リンパ腫の一例
岡本　晃直1），真田　昌2），齊藤　繁紀3），伊庭　佐知子1），齊藤　統子1），
山本　秀行1），徳田　倍将1），水野　紘樹1），後藤　尚江1），入山　智沙子1），
中村　栄男4），冨田　章裕1）

藤田医科大学　血液内科1），名古屋医療センター　臨床研究センター2），
名古屋第二赤十字病院　血液腫瘍内科3），半田市立半田病院　病理診断科4）

　　　　ポスターセッション８
座長：塚崎　邦弘（埼玉医科大学　国際医療センター　造血器腫瘍科）

P8-1 　 チラブルチニブが奏効した脊髄病変を有するBing-Neel症候群
佐分利　益穂1），佐分利　能生1），河野　克也2），坂田　真規1），高田　寛之1），
宮崎　泰彦1），佐藤　龍一3），卜部　省悟4），大塚　英一1）

大分県立病院　血液内科1），大分県立病院　臨床検査技術部2），大分県立病院　神経内科3），
大分県立病院　病理部4）

第３日目　2021年 ６ 月2６日（土）　　　●第６1回日本リンパ網内系学会総会

ポスター会場１：岡山コンベンションセンター　 1 階　イベントホール西
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P8-2 　 同種骨髄移植後のホスカルネット投与中に血清PCR陰性，髄液PCRのみ陽性で発症し
たHHV-6脳症

森　正和1），渡部　真志2），兵頭　和樹1），上田　怜1），橋田　里妙1），
板楠　今日子1），宮㟢　幸大1），中瀬　浩一1），名和　由一郎1）

愛媛県立中央病院　血液内科1），愛媛県立中央病院　脳神経内科2）

P8-3 　 腎占拠性病変を伴ったBRAF V600E変異陽性Rosai-Dorfman病（RDD）の一例
丸茂　義晃1），吉田　嵩1），正木　彩子2），松永　尚大1），片岡　孝江1），
稲垣　宏2），粥川　哲1）

名古屋記念病院　血液・化学療法内科1），
名古屋市立大学大学院　医学研究科　臨床病態病理学2）

P8-4 　 ステロイド剤，rituximab，CyAによる集約的治療が奏功したTAFRO症候群の１例
藤井　総一郎1），田村　麻衣子2），近藤　英生3）

岡山赤十字病院血液内科1），同病理診断科2），川崎医科大学血液内科3）

　　　　ポスターセッション９
座長：富田　直人（聖マリアンナ医科大学　血液・腫瘍内科）

P9-1 　 当院における濾胞性リンパ腫十二指腸型５例の臨床的検討
谷水　将邦1），松下　浩志1），相見　正史1），谷口　英明1），懸樋　英一2），
足立　誠司2），小林　計太3）

鳥取市立病院　内科1），鳥取市立病院　総合診療科2），鳥取市立病院　病理診断科3）

P9-2 　 経過観察あるいは局所放射線治療で無増悪生存が得られているdouble hit follicular 
lymphomaの2例

酒井　リカ1），貫井　　淳1），徳永　真由美1），鈴木　泰生1），高橋　寛行1），
大久保　陽一郎2），横瀬　智之2），中村　直哉3）

神奈川県立がんセンター　血液・腫瘍内科1），神奈川県立がんセンター　病理診断科2），
東海大学医学部基盤診療学系　病理診断学3）

P9-3 　 十二指腸型濾胞性リンパ腫からの形質転換と考えれたDouble Expressor Lymphoma
（DEL）にCAR-T治療を施行した１例

前迫　善智1,2），上杉　裕子1），田端　理映1），竹井　雄介2）

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院　血液・リウマチ内科1），
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院　病理診断科2）
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P9-4 　 GB療法施行中にHigh-grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 rearrangements
で再燃したFollicular lymphoma（Grade 3A）の２症例

水戸部　正樹1），本宮　奈津子1），武田　ルイ1），米沢　穂高1），鈴木　隆晴1），
諏訪部　達也1），片桐　隆幸1），河本　啓介1），布施　香子1），柴崎　康彦1），
増子　正義1），井上　佳菜子2），三好　寛明2），大島　孝一2），曽根　博仁1），
瀧澤　淳1）

新潟大学医学部・大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学分野1），
久留米大学　医学部　病理学講座2）
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10:40～11:05　　　　ポスター発表
　　　　ポスターセッション10

座長：正木　康史（金沢医科大学　血液免疫内科学）

P10-1 　血小板減少を合併し急速に進行した腸管T細胞リンパ腫の一例
鹿野　恵，國富　あかね，増尾　優輝，中川　大志，森　美奈子，内山　達樹，
竹岡　友晴，塘　賢二郎，辻　將公

大津赤十字病院　血液免疫内科

P10-2 　 妊娠第19週で診断しCHOP療法と出産後のブレンツキシマブ ベドチン併用により安
全に治療を遂行できたALK陽性未分化大細胞リンパ腫

松村　郁子1），宮澤　悠里1），今村　健二1），武井　寿史1），大崎　洋平1），
小川　孔幸1），横濱　章彦2），半田　寛1）

群馬大学医学部附属病院　血液内科1），群馬大学医学部附属病院　輸血部2）

P10-3 　診断時に播種性クリプトコッカス症を伴っていた成人T細胞白血病の一例
江藤　健一郎1），浪江　穂高1），猪山　賢一2）

JCHO熊本総合病院　血液内科1），JCHO熊本総合病院　病理診断科2）

P10-4 　 血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の形質転換と考えられたT濾胞ヘルパー表現型を有す
る節性末梢性T細胞リンパ腫の一例

宮澤　悠里1），横濱　章彦2），松村　郁子1），武井　寿史1），大崎　洋平3），
小川　孔幸1），伊古田　勇人4），塚本　憲史3），半田　寛1）

群馬大学医学部附属病院　血液内科1），群馬大学医学部附属病院　輸血部2），
群馬大学医学部附属病院　腫瘍センター3），群馬大学医学部附属病院　病理部4）

　　　　ポスターセッション11
座長：三浦　勝浩（日本大学医学部内科学系　血液膠原病内科学分野）

P11-1 　 マントル細胞リンパ腫に慢性Bリンパ球増殖性疾患と考えられる骨髄病変の合併が見
られた一例

塚田　明彦1），杉崎　真人1），成澤　由起子1），石川　哲也1），吉田　孝友2），
外山　耕太郎1）

公立藤岡総合病院　血液内科1），公立藤岡総合病院　病理診断科2）
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P11-2 　 Truncation of 3’CCND1 by t（11;22）（q13;q11）leading to negative SP4 CCND1 
immunohistochemistry in a blastoid variant mantle cell lymphoma

大野　仁嗣1），藤本　正数2），竹内　賢吾3），中峯　寛和4）

天理よろづ相談所病院　血液内科1），京都大学大学院医学研究科　病理診断学分野2），
がん研究所　病理部3），日本バブテスト病院　中央検査部4）

P11-3 　 再発・難治性低悪性度B細胞リンパ腫およびマントル細胞リンパ腫の患者に対する救
済治療としてのbendamustine/rituximab療法：単一施設の後方視的研究

角南　一貴1），村上　裕之2），植田　裕子1），吉岡　尚徳1），牧田　雅典1）

国立病院機構岡山医療センター1），岡山大学病院　血液腫瘍内科2）

P11-4 　 MYD88 L265P変異を伴う慢性リンパ性白血病のイブルチニブ治療後ベネトクラクス
治療例

赤坂　尚司1），前川　ふみよ2），竹岡　加陽2），中川　美穂2），岸森　千幸2），
福塚　勝弘2），林田　雅彦2），小谷　槙一1），丸山　亙1），右京　直哉1），
住吉　真治3），大野　仁嗣1,2）

天理よろづ相談所病院血液内科1），天理よろづ相談所医学研究所2），
天理よろづ相談所病院病理診断部3）

　　　　ポスターセッション12
座長：藤原　恵（広島赤十字・原爆病院　病理診断科）

P12-1 　高齢者濾胞性リンパ腫治療中に発生した，ベンダムスチンによる急激な好中球減少
守屋　慶一，澁澤　基治，田所　治朗，柏村　眞

新松戸中央総合病院　血液内科

P12-2 　 経過中にシクロスポリンＡへの抵抗性を獲得したＴ細胞大顆粒リンパ球白血病関連
赤芽球癆の一例

矢野　朋文1），上田　弥生1），朝倉　昇司1），園部　宏2）

岡山労災病院　内科1），岡山労災病院　検査科2）

P12-3 　当院における成熟T/NK細胞腫瘍の検討
高橋　直樹1），郡　美佳1），塚崎　邦弘1），麻生　智愛1），田苗　健1），
岡村　大輔1），石川　真穂1），前田　智也1），川井　信孝1），松田　晃1），
麻生　範雄1），佐藤　次生2），茅野　秀一2）

埼玉医大国際医療センター　造血器腫瘍科1），埼玉医大国際医療センター　病理診断科2）
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　　　　ポスターセッション13
座長：河本　啓介（ 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野／久留

米大学医学部　病理学講座）

P13-1 　 Primary prophylaxis with pegfilgrastim during the first cycle of R-CHOP to avoid 
reduction of dose intensity in elderly patients

伊勢　正崇1），松田　健佑1），志村　有香1），正本　庸介1），黒川　峰夫1,2）

東京大学医学部血液・腫瘍内科1），東京大学医学部無菌治療部2）

P13-2 　リツキシマブが奏効した中枢神経原発リンパ腫様肉芽腫症
永沼　謙1），多林　孝之1），田中　佑加1），髙橋　康之1），木村　勇太1），
阿南　朋恵1），富川　武樹1），村上　千明2），百瀬　修二2），東　守洋2），
田丸　淳一2），木崎　昌弘1）

埼玉医科大学総合医療センター　血液内科1），埼玉医科大学総合医療センター　病理部2）

P13-3 　 M蛋白を産生するB細胞リンパ腫のフォローアップ中にCD5陽性びまん性大細胞型B
細胞リンパ腫を発症した一例

岡谷　健史1），麻奥　英毅1），川野　玄太郎1），布村　拓也1），陳之内　文昭1），
今中　亮太1），許　鴻平1），板垣　充弘1），名越　久朗1），勝谷　慎也1,2），
片山　雄太1），牟田　毅3），藤原　恵4），岩戸　康治2）

広島赤十字・原爆病院　血液内科1），広島赤十字・原爆病院　検査部2），
広島赤十字・原爆病院　輸血部3），広島赤十字・原爆病院　病理診断科4）
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12:45～13:06　　　　ポスター発表
　　　　ポスターセッション14
　　　　学生・メディカルスタッフ・研修医のためのポスターセッション１

座長：大野　仁嗣（天理よろづ相談所病院　血液内科）

P14-1 　軟髄膜の造影効果を認めず髄液検査のみで診断に至った原発性軟髄膜リンパ腫
松本　和幸1），牧山　純也1），古本　嵩文1），鳥山　愛生1），新野　大介2），
森内　幸美1）

佐世保市総合医療センター　血液内科1），佐世保市総合医療センター　病理診断科2）

P14-2 　CNS 浸潤を来した濾胞性リンパ腫の１例
佐貫　日香，三宅　隆明，伊藤　俊輔，若山　聡雄

島根県立中央病院　血液腫瘍科

P14-3 　骨髄炎との鑑別を要した骨原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例
近藤　花織1），石川　立則1），植田　裕子1），守山　喬史1），吉岡　尚徳1），
牧田　雅典1），角南　一貴1），永喜多　敬奈2），神農　陽子2），吉野　正3）

岡山医療センター　血液内科1），岡山医療センター　病理診断科2），
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学　腫瘍病理第二病理3）

　　　　ポスターセッション15
　　　　学生・メディカルスタッフ・研修医のためのポスターセッション２

座長：佐藤　孝（岩手医科大学病理学講座　機能病態学分野）

P15-1 　 Deletion of Epstein-Barr virus related BART miRNA cluster in classic Hodgkin 
lymphoma

川月　章弘1），井川　卓朗2），佐藤　康晴3），吉野　正2）

岡山大学医学部医学科　５回生1），
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学（腫瘍/第二）2），
岡山大学大学院保健学研究科　病理学3）

第３日目　2021年 ６ 月2６日（土）　　　●第６1回日本リンパ網内系学会総会

ポスター会場１：岡山コンベンションセンター　 1 階　イベントホール西



2021年　第61巻 49

P15-2 　リンパ節内にLangerhans cell sarcomaとFollicular lymphomaを合併した一例
大澤　久美子1），百瀬　修二1），清水　朋実1），村上　千明1），東　守洋1），
青木　智章1），大野　優子1），松野　和子1），木村　勇太2），多林　孝之2），
木崎　昌弘2），田丸　淳一1）

埼玉医科大学総合医療センター　病理部1），埼玉医科大学総合医療センター　血液内科2）

P15-3 　Cell block作製が診断に有用であった体腔液原発リンパ腫の一例
荻野　恭平1），秀坂　恵1），山田　貴之1），高田　知恵里1），来米　由梨1），
岩川　梨帆1），清水　佳菜1），大野　京太郎2），末次　慶收3），重西　邦浩2）

福山市民病院　医療技術部　臨床検査科1），福山市民病院　診療部　病理診断科2），
福山市民病院　診療部　内科3）

　　　　ポスターセッション16
　　　　学生・メディカルスタッフ・研修医のためのポスターセッション３

座長：橋本　優子（福島県立医科大学医学部　病理病態診断学講座）

P16-1 　IgG4関連疾患の診断基準を満たしたリウマチ結節の1例
植田　向夏花1），錦織　亜沙美2），江草　侑厘安2），重西　邦浩3），大野　京太郎3），
佐藤　康晴2）

岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻１年1），岡山大学大学院保健学研究科　病理学2），
福山市民病院　病理診断科3）

P16-2 　抗カルジオリピン抗体陽性であったTAFRO症状を呈するリンパ節病変の３症例
錦織　亜沙美1），西村　碧　 フィリーズ2），西村　義人3），祇園　由佳1），
佐藤　康晴1），吉野　正2）

岡山大学大学院保健学研究科1），岡山大学医歯薬学総合研究科病理学2），
岡山大学医歯薬学総合研究科総合内科3）

P16-3 　全身リンパ節腫大とsIL-2R高値を呈した急性単球性白血病の一例
清水　進弘1），房野　仁美1），小林　謙司1），能宗　千帆1），國廣　まり1），
松岡　里佳1），小畠　大造1），末次　慶收2），杉原　尚2）

福山市民病院医療技術部臨床検査科1），福山市民病院診療部内科2）
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　　　　ポスターセッション17
　　　　学生・メディカルスタッフ・研修医のためのポスターセッション４

座長：菊地　智樹（日本赤十字社　旭川赤十字病院　病理診断科）

P17-1 　細胞診においてリンパ腫との鑑別に苦慮した梅毒性リンパ節炎の一例
梅野　里奈，増田　雅史，斎藤　利江子，林　栄子，池田　知佳，田村　麻衣子，
林　敦志

岡山赤十字病院　病理診断科病理部

P17-2 　リンパ節細胞診検体を用いた遺伝子解析のための固定液の検討
藤田　梓，木山　仁，錦織　亜沙美，江草　侑厘安，祇園　由佳，佐藤　康晴

岡山大学大学院　保健学研究科

P17-3 　サイトメガロウイルス胃炎を合併した移植後リンパ増殖異常症の１例
福岡　威人1），岩本　結衣1），岩本　唯花1），吉野　正2），佐藤　康晴3）

岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻３年1），岡山大学学術研究院医歯薬学域病理学2），
岡山大学学術研究院保健学域分子病理学3）


