
 
 

説明文書別添：ALL/MRD2019 臨床研究 共同研究実施医療機関および研究責任医師一覧 

2022 年 9 月 1 日 作成 

研究実施機関 所属部署 職名 研究責任医師 住所 電話番号 

斗南病院 血液内科 科長 長谷山 美仁 札幌市中央区北 4 条西 7 丁目 3-8 011-231-2121 

愛育病院 血液病センター 副院長 盛 暁生 札幌市中央区南 4 条西 25-2-1 011-563-2211 

手稲渓仁会病院 血液内科 主任部長 酒井 基 札幌市手稲区前田 1 条 12 丁目 1-40  011-681-8111 

北海道大学病院 血液内科 診療科長 豊嶋 崇徳 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 011-706-7214 

市立札幌病院 血液内科 部長 山本 聡 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 1-1 011-726-2211 

北海道がんセンター 血液内科 医長 藤本 勝也 札幌市白石区菊水 4 条 2-3-54 011-811-9111 

札幌北楡病院 血液内科 診療部長 太田 秀一 札幌市白石区東札幌六条 6-5-1 011-865-0111 

市立函館病院 血液内科 
輸血・細胞治療セ

ンター長 
堤 豊 函館市港町 1-10-1 0138-43-2000 

帯広厚生病院 血液内科 医長 若狭 健太郎 帯広市西 14 条南 10-1 0155-65-0101 

北見赤十字病院 内科 部長 永嶋 貴博 北見市北 6 条東 2 丁目 0157-24-3115 

市立旭川病院 血液内科 診療部長 柿木 康孝 旭川市金星町 1-1-65 0166-24-3181 

仙台医療センター 血液内科 医師 勝岡 優奈 仙台市宮城野区宮城野 2-8-8 022-293-1111 

宮城県立がんセンター 血液内科 医療部長 原﨑 頼子 名取市愛島塩手字野田山 47-1 022-384-3151 

新潟大学医歯学総合病院 造血･免疫細胞療法ｾﾝﾀｰ 部長 増子 正義 新潟市中央区旭町通 1 番町 025-227-2761 

虎の門病院 血液内科 部長 内田 直之 港区虎ノ門 2-2-2 03-3588-1111 

虎の門病院分院 血液内科 部長 和気 敦 川崎市高津区梶ヶ谷 1-3-1 044-877-5111 

埼玉医科大学総合医療センター 血液内科 教授 木崎 昌弘 川越市鴨田 1981 049-228-3471 

愛知医科大学病院 血液内科 医師 堀尾 知弘 長久手市岩作雁又 1 番地 1 0561-62-3311 

岐阜大学医学部附属病院 血液･感染症内科 准教授 兼村 信宏 岐阜市柳戸 1 番 1 058-230-6308 

岐阜市民病院 血液内科 部長 笠原 千嗣 岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

北野病院 血液内科 主任部長 北野 俊行 大阪市北区扇町 2-4-20 06-6312-1221 

住友病院 血液内科 診療主任部長 菅原 浩之 大阪市北区中之島 5-3-20 06-6443-1261 



 
 

関西医科大学附属病院 血液腫瘍内科 講師 佐竹 敦志 枚方市新町 2-3-1 072-804-2503 

天理よろづ相談所病院 血液内科 部長 赤坂 尚司 天理市三島町 200 0743-63-5611 

近畿大学奈良病院 血液内科 教授 花本 仁 生駒市乙田町 1248-1 0743-77-0880 

京都第二赤十字病院 血液内科 部長 魚嶋 伸彦 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 075-231-5171 

京都府立医科大学附属病院 血液内科 部長 黒田 純也 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 075-251-5740 

京都第一赤十字病院 血液内科 部長 内山 人二 京都市東山区本町 15-749 075-561-1121 

京都大学医学部附属病院 血液内科 講師 諫田 淳也 京都市左京区聖護院川原町 54 075-751-3152 

金沢大学附属病院 血液内科 診療科長 宮本 敏浩 金沢市宝町 13-1 076-265-2274 

金沢医科大学病院 血液免疫内科 教授 水田 秀一 河北郡内灘町大学 1-1 076-286-3511 

富山県立中央病院 血液内科 部長 近藤 恭夫 富山市西長江 2-2-78 076-424-1531 

富山赤十字病院 血液内科 部長 黒川 敏郎 富山市牛島本町 2-1-58 076-433-2222 

滋賀医科大学医学部附属病院 無菌治療部 副部長 南口 仁志 大津市瀬田月輪町 077-548-2217 

姫路赤十字病院 血液･腫瘍内科 部長 久保西 四郎 姫路市下手野 1-12-1 079-294-2251 

兵庫医科大学病院 血液内科 講師 吉原 哲 西宮市武庫川町 1-1 0798-45-6886 

広島赤十字・原爆病院 血液内科部 部長 片山 雄太 広島市中区千田町 1-9-6 082-241-3111 

中国中央病院 血液内科 医長 杉浦 弘幸 福山市御幸町大字上岩成 148-13 084-970-2121 

岡山赤十字病院 血液内科 副部長 新谷 大悟 岡山市北区青江 2-1-1 086-222-8811 

岡山大学病院 血液･腫瘍内科 助教 淺田 騰 岡山市鹿田町 2-5-1 086-235-7227 

岡山ろうさい病院 内科 部長 矢野 朋文 岡山市南区築港緑町 1-10-25 086-262-0131 

岡山医療センター 血液内科 医長 牧田 雅典 岡山市北区田益 1711-1 086-294-9911 

岡山市立市民病院 血液内科 部長 山本 和彦 岡山市北区北長瀬表町 3-20-1 086-737-3000 

徳島大学病院 血液内科 病棟医長 藤井 志朗 徳島市蔵本町 2-50 088-633-9269 

高知医療センター 血液内科･輸血科 科長 今井 利 高知市池 2125-1 088-837-3000 

松山赤十字病院 内科 部長 藤崎 智明 松山市文京町 1 番地 089-924-1111 

愛媛県立中央病院 血液内科 主任部長 名和 由一郎 松山市春日町 83 089-947-1111 

愛媛大学医学部附属病院 血液･免疫･感染症内科 診療科長 竹中 克斗 東温市志津川 089-960-5296 



 
 

 

四国がんセンター 血液腫瘍内科 医長 吉田 功 松山市南梅本町甲 160 089-999-1111 

原三信病院 血液内科 部長 上村 智彦 福岡市博多区大博町 1-8 092-291-3434 

福岡赤十字病院 血液腫瘍内科 部長 谷本 一樹 福岡市南区大楠 3-1-1 092-521-1211 

九州がんセンター 血液内科 医長 崔 日承 福岡市南区野多目 3-1-1 092-541-3231 

九州大学病院 血液･腫瘍･心血管内科 教授 赤司 浩一 福岡市東区馬出 3-1-1 092-642-5230 

浜の町病院 血液内科 部長 衛藤 徹也 福岡市中央区長浜 3-3-1 092-721-0831 

福岡大学病院 腫瘍･血液･感染症内科 診療部長 高松 泰 福岡市城南区七隈 7-45-1 092-801-1011 

九州医療センター 血液内科 科長 高瀬 謙 福岡市中央区地行浜 1-8-1 092-852-0700 

北九州市立医療センター 内科 副院長 大野 裕樹 北九州市小倉北区馬借 2-1-1 093-541-1831 

JCHO 九州病院 血液・腫瘍内科 医長 小川 亮介 北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 093-641-5111 

産業医科大学病院 血液内科 診療科長 塚田 順一 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 093-691-7435 

久留米大学病院 血液･腫瘍内科 診療科長 長藤 宏司 久留米市旭町 67 0942-31-7852 

聖マリア病院 血液内科 副院長 今村 豊 久留米市津福本町 422 0942-35-3322 

佐賀県医療センター好生館 血液内科 部長 吉本 五一 佐賀市嘉瀬町大字中原 400 0952-24-2171 

熊本医療センター 血液内科 部長 河北 敏郎 熊本市中央区二の丸 1-5 096-353-6501 

大分県立病院 血液内科 部長 宮崎 泰彦 大分市豊饒 476 097-546-7111 

大分大学医学部附属病院 血液内科 診療科長 緒方 正男 由布市挾間町医大ケ丘 1-1 097-586-6275 

九州大学病院別府病院 内科 講師 山崎 聡 別府市大字鶴見字鶴見原 4546 0977-27-1640 

宮崎県立宮崎病院 血液科 医長 河野 徳明 宮崎市北高松町 5-30 0985-24-4181 

今村総合病院 血液内科 主任部長 伊藤 能清 鹿児島市鴨池新町 11-23 099-251-2221 

鹿児島大学病院 血液･膠原病内科 診療科長 石塚 賢治 鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 099-275-5934 

済生会福岡総合病院 血液内科 主任部長 齋藤 統之 福岡市中央区天神 1-3-46 092-771-8151 

兵庫県立尼崎総合医療センター 血液内科 部長 渡邊 光正 尼崎市東難波町 2-17-77 06-6480-7000 

南相馬市立総合病院 血液内科 主任科長 奥村 廣和 南相馬市原町区高見町 2 丁目 54-6 0244-22-3181 

宮崎大学医学部附属病院 血液内科 教授 下田 和哉 宮崎郡清武町木原 5200 0985-85-1510 



 

説明文書別添 

 

「成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール」- ALL/MRD2019 -利益相

反申告者の 2022 年の利益相反管理 

2022 年 11 月 21 日作成 

 

1. この臨床研究の資金 

この臨床研究の研究費は、九州大学大学院医学研究院 病態修復内科学の研究費

と、一般財団法人地域医学研究基金から助成された JSCT 研究会の研究費から提

供されます。 

 

2. 研究代表医師の利益相反管理 

研究代表医師である九州大学大学院医学研究院 病態修復内科学 赤司浩一は、こ

の研究に用いる試験薬 注射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム（遺伝子組換

え）製剤を製造販売している協和キリン株式会社と、この研究に用いる試験薬 レ

ノグラスチム（遺伝子組換え）製剤製造販売している中外製薬株式会社、この研

究に用いる試験薬 プレドニゾロン錠を製造販売している旭化成ファーマ株式会社

より、年間 200 万円以上の奨学寄附を病態修復内科学に受けています。また、こ

の研究に用いる試験薬 注射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム（遺伝子組換

え）製剤を製造販売している協和キリン株式会社より、年間 100 万円以上の講演

料等を受け取っています。 

 

3. 研究責任医師･研究分担医師等の利益相反管理 
・北海道大学病院 血液内科の研究責任医師である豊嶋崇徳は、この研究に用いる試験薬 注

射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム(遺伝子組換え)製剤を製造販売している協和キ

リン株式会社より、年間 200 万円以上の奨学寄附を血液内科学講座に、この研究に用い

る試験薬 レノグラスチム(遺伝子組換え)製剤を製造販売している中外製薬株式会社より、

年間 200 万円以上の奨学寄附を血液内科学講座に受けています。また、この研究に用い

る試験薬 ダサチニブ錠を製造販売しているブリストル･マイヤーズスクイブ株式会社よ

り、年間 100 万円以上の講演料等を受け取っています。 

・北海道大学病院 血液内科の研究分担医師である後藤秀樹は、この研究に用いる試験薬 ダ

サチニブ錠を製造販売しているブリストル･マイヤーズスクイブ株式会社より、年間 200

万円以上の奨学寄附を血液内科学講座に受けています。また、この研究に用いる試験薬 レ

ノグラスチム(遺伝子組換え)製剤を製造販売している中外製薬株式会社より、年間 100 万

円以上の講演料等を受け取っています。 

・関西医科大学附属病院 血液腫瘍内科の研究分担医師である伊藤量基は、この研究に用い

る試験薬 プレドニゾロン錠を製造販売している旭化成ファーマ株式会社より、年間 200

万円以上の奨学寄附を内科学第一講座に受けています。また、この研究に用いるダサチニ

ブ錠を製造販売しているブリストル･マイヤーズスクイブ株式会社より、年間 100 万円以

上の講演料等を受け取っています。 

・京都府立医科大学附属病院 血液内科の研究責任医師である黒田純也は、この研究に用い

る試験薬 ダサチニブ錠を製造販売しているブリストル･マイヤーズスクイブ株式会社よ

り、年間 100 万円以上の講演料等を受け取っています。 

・金沢大学附属病院 血液内科の研究責任医師である宮本敏浩は、この研究に用いる試験薬 

ポナチニブ塩酸塩錠を製造販売している大塚製薬株式会社より、年間 100 万円以上の講

演料等を受け取っています。 



 

・金沢大学附属病院 血液内科の研究分担医師である山﨑宏人は、この研究に用いる試験薬 

注射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム(遺伝子組換え)製剤を製造販売している協和

キリン株式会社より、年間 100 万円以上の講演料等を受け取っています。 

・岡山大学病院 血液･腫瘍内科の研究分担医師である遠西大輔は、この研究に用いる試験薬 

注射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム（遺伝子組換え）製剤を製造販売している協

和キリン株式会社と、この研究に用いる試験薬 レノグラスチム（遺伝子組換え）製剤製造

販売している中外製薬株式会社より、年間 100 万円以上の講演料等を受け取っています。 

・独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 血液内科の研究分担医師である角南一貴は、

この研究に用いる試験薬 ダサチニブ錠を製造販売しているブリストル･マイヤーズスク

イブ株式会社より、年間 100 万円以上の講演料等を受け取っています。 

・久留米大学病院 血液･腫瘍内科の研究責任医師である長藤宏司は、この研究に用いる試験

薬 注射用アスパラギナーゼ、フィルグラスチム(遺伝子組換え)製剤を製造販売している協

和キリン株式会社より、年間 200 万円以上の奨学寄附を内科学講座 血液･腫瘍内科部門

に受けています。 

・社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 血液内科の研究分担医師である吉田奈央は、この

研究に用いる試験薬 メルカプトプリン水和物散を製造販売している大原薬品工業株式会

社の寄付講座である佐賀大学医学部 創薬科学講座に無給大学院生として所属しています。 

 

4. 研究支援組織の利益相反管理 

JSCT 研究会へ研究助成している一般財団法人地域医学研究基金は、この臨床研

究に用いる薬剤の製造販売をしている医薬品等製造販売業者からの寄附等の資金

提供は受けていません。尚、今後この研究に用いる薬剤の製造販売をしている医薬

品等製造販売業者からの寄附等の資金提供を受ける予定があります。 
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