
平成２年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 三谷 絹子 獨協医科大学内科学（血液・腫瘍） 教　授

研 究 分 担 者 金倉　譲 一般財団法人住友病院 院　長

中尾 眞二 金沢大学医薬保健研究域医学系血液内科 教　授

石田 文宏 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻病因・病態検査学 教　授

赤司 浩一 九州大学大学院医学研究院病態修復内科学 教　授

宮崎 泰司 長崎大学原爆後障害医療研究所原爆・ヒバクシャ医療部門血液内科学研究分野 教　授

高折 晃史 京都大学大学院医学研究科血液・腫瘍内科学 教　授

黒川 峰夫 東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科 教　授

鈴木 隆浩 北里大学医学部血液内科学 教　授

神田 善伸 自治医科大学血液科 教　授

真部　淳 北海道大学大学院医学研究院小児科学教室 教　授

張替 秀郎 東北大学大学院医学系研究科血液免疫病学分野 教　授

太田 晶子 埼玉医科大学医学部社会医学 准教授

東條 有伸 東京大学医科学研究所分子療法分野 教　授

井上 義一 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター臨床研究センター センター長

研 究 協 力 者 直江 知樹 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 院　長

亀崎 豊実 自治医科大学地域医療学センター 教　授

下田 和哉 宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 教　授

木下 タロウ 大阪大学微生物病研究所免疫不全疾患研究分野 教　授

濱 麻人 名古屋第一赤十字病院小児科 小児科部長

小松 則夫 順天堂大学医学部内科学血液学講座 教　授

千葉　滋 筑波大学人間総合科学研究科疾患制御医学専攻血液病態制御医学分野 教　授

通山　薫 川崎医科大学検査診断学 教　授

松田　晃 埼玉医科大学病院血液内科 教　授

松村　到 近畿大学医学部血液内科学 教　授

矢部 普正 東海大学医学部基盤診療学系先端医療科学 准教授

島田 直樹 国際医療福祉大学基礎医学研究センター 教　授

猪口 孝一 日本医科大学大学院血液内科学分野 教　授

豊嶋 崇徳 北海道大学大学院医学研究科内科学講座血液内科学分野 教　授

清井　仁 名古屋大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 教　授

南谷 泰仁 京都大学医学部腫瘍生物学講座 講　師

宮野　悟 東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター 特任教授

小川 誠司 京都大学医学部腫瘍生物学講座 教　授

臼杵 憲祐 NTT東日本関東病院血液内科 部　長

前田 嘉信 岡山大学病院血液・腫瘍・呼吸器内科 教　授

特発性造血障害に関する調査研究班　



研 究 協 力 者 西村 純一 大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 講　師

村上 良子 大阪大学微生物病研究所免疫不全疾患研究分野 教　授

川端　浩 金沢医科大学血液免疫内科学 特任教授

川本 晋一郎 神戸大学医学部附属病院輸血・細胞治療部 講　師

荒井 俊也 東京警察病院血液内科 主任医長

生田 克哉 北海道赤十字血液センター事業推進二部

池添 隆之 福島県立医科大学血液内科学講座 教　授

伊藤 悦朗 弘前大学医学部小児科学講座 教　授

植田 康敬 大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 助　教

大賀 正一 九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野（小児科） 教　授

大橋 春彦 トヨタ記念病院血液内科 部　長

小笠 原洋治 東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 准教授

小原　明 東邦大学医療センター大森病院小児科学講座 名誉教授

小原　直 筑波大学附属病院血液内科 教　授

賀古 真一 自治医科大学附属さいたま医療センター血液科 准教授

神谷 尚宏 東京医科歯科大学小児科（臨床試験管理センター） 助　教

川口 辰哉 熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科 教　授

菅野　仁 東京女子医科大学輸血・細胞プロセシング部 教　授

桐戸 敬太 山梨大学医学部血液・腫瘍内科 教　授

小島 勢二 名古屋小児がん基金 理事長

後藤 明彦 東京医科大学病院血液内科 主任教授

櫻井 政寿 慶應義塾大学医学部血液内科 専任講師

澤田 賢一 美しが丘病院

七島　勉 福島県立医科大学医学部血液内科学講座 博士研究員

幣　光太郎 宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 助　教

柴山 浩彦 大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 准教授

多賀　崇 滋賀医科大学小児科学講座 准教授

高森 弘之 大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 医員兼大学院生

竹中 克斗 愛媛大学大学院医学系研究科血液・免疫・感染症内科学（第一内科） 教　授

照井 君典 弘前大学医学部小児科学教室血液グループ 准教授

土岐 康通 旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野 特任助教

冨田 章裕 藤田医科大学医学部血液内科学 教　授

中熊 秀喜 鹿児島徳洲会病院内科 総　長

二宮 治彦 総合守谷第一病院内科 部　長

沼田 晃彦 九州大学大学院医学研究院病態修復内科学 助　教

長谷 川大輔 聖路加国際病院小児科 副医長

服部 幸夫 済生会山口総合病院臨床検査部 検体管理部長

原田 浩徳 東京薬科大学生命科学部腫瘍医科学研究室 教　授



研 究 協 力 者 福島 健太郎 大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 助　教

藤島 直仁 秋田大学大学院医学系研究科・医学部血液・腎臓・膠原病内科学講座 講　師

宮坂 尚幸 東京医科歯科大学周産・女性診療科 教　授

宮本 敏浩 九州大学大学院医学研究院病態修復内科学 准教授

村松 秀城 名古屋大学医学部附属病院小児科 講　師

矢部 みはる 東海大学医学部附属病院細胞移植再生医療科

山口 博樹 日本医科大学血液内科 准教授

山﨑 宏人 金沢大学附属病院輸血部 部　長

山城 安啓 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻病態検査学

米村 雄士 熊本大学血液・膠原病・感染症内科 講　師

和田 秀穂 川崎医科大学血液内科学教室 教　授


