
   

 2021 年 5 月 18 日 

「TKI が使用された JALSG Ph+ALL 臨床試験と TRUMP データの統合による予後因子解

析」に関する臨床研究を実施しています。 

 信州大学医学部医倫理委員会の審査による医学部長の承認を得て実施しています。こ

の研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情

報を公開することが必要とされています。 

 

倫理審査承認番号 5150 

研究課題名 
TKI が使用された JALSG Ph+ALL 臨床試験と TRUMP データの統合に

よる予後因子解析 

所属(診療科等) 血液内科 

研究責任者(職名) 中澤 英之（講師） 

研究実施期間 倫理委員会承認日～2024 年 3 月 31 日 

研究の意義、目的 

JALSG が行った Ph+ALL202 試験、Ph+ALL208 試験、Ph+ALL213 試験

に登録された患者様のデータを統合して解析し、チロシンキナーゼ阻害

剤が使用されるようになった後の Ph+ALL の治療成績に影響する因子

を明らかにする研究です。 

対象となる方 

2002 年から 2019 年に特定非営利活動法人 成人白血病治療共同研究

機構(JALSG)が行った Ph+ALL202 試験、Ph+ALL208 試験、Ph+ALL213

試験に登録されたフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病

（Ph+ALL）の患者様 

利用する診療記録 

 JALSG 試験登録番号 

 TRUMP ID 、移植日、移植施設診療科名 

 JALSG Ph+ALL202 試験、Ph+ALL208 試験、Ph+ALL213 試験の試

験結果 

 TRUMP に登録されている上記 JALSG 試験登録患者さんの同種造

血細胞移植治療経過のデータ 

他機関への情報の提

供方法 
電子的配信により提供します 

研究方法 

第一寛解期で同種造血細胞移植を行った患者さんについての TRUMP 

ID を収集し、JALSG 試験のデータと TRUMP のデータが結びつけられ

解析が行われます。 

共同研究機関名 

（2020 年 3 月 16 日現在） 

以下の JALSG 施設会員及び準施設会員とする。また更新される場合

があるので JALSG ホームペー 

ジ（https://www.jalsg.jp/）に記載のある最新の施設をご参照ください。 

日本大学板橋病院 血液膠原病内科（八田 善弘） 

がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科（土岐 典子） 

名古屋大学医学部附属病院 血液内科（石川 裕一） 

信州大学医学部附属病院 血液内科に 
通院中または過去に通院・入院された患者様またはご家族の方へ 

当科における臨床研究にご協力をお願いいたします。 



   

小牧市民病院 血液内科（綿本 浩一） 

名古屋掖済会病院 血液内科（小島 由美） 

愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 血液・腫瘍内科（河野 

彰夫） 

岡崎市民病院 血液内科（岩崎 年宏） 

市立四日市病院 血液内科（宮下 博之） 

豊橋市民病院 血液・腫瘍内科（杉浦 勇） 

一宮市立市民病院（弓削 征章） 

愛知県がんセンター 血液・細胞療法部（山本 一仁） 

名古屋第一赤十字病院 血液内科（小澤 幸泰） 

藤田医科大学病院 血液内科（冨田 章裕） 

三重大学医学部附属病院 血液内科（大石 晃嗣） 

鈴鹿中央総合病院 血液・腫瘍内科 （川上 恵基） 

鈴鹿回生病院 血液内科（岡 宏次） 

伊勢赤十字病院 血液内科（玉木 茂久） 

近畿大学病院 血液・膠原病内科（谷口 康博） 

大阪国際がんセンター 血液内科（政家 寛明） 

広島赤十字原爆病院 血液内科（許 鴻平） 

長崎大学病院 血液内科（波多 智子） 

佐世保市総合医療センター 血液内科（森内 幸美） 

熊本大学病院 血液内科（徳永 賢治） 

熊本市民病院 血液腫瘍内科（山崎 浩） 

自治医科大学附属病院 血液内科（翁 家国） 

岡山大学病院 血液・腫瘍内科（淺田 騰） 

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 内科(血液)（吉岡 尚徳） 

独立行政法人 労働者健康安全機構 岡山労災病院 内科（矢野 朋文） 

地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院  血

液内科（山本 和彦） 

中国中央病院 血液内科（木口 亨） 

群馬大学医学部附属病院 血液内科（半田 寛） 

国立病院機構渋川医療センター 血液内科（澤村 守夫） 

公立藤岡総合病院 血液内科（外山 耕太郎） 

福井大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科（山内 高弘） 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 血液内科

（上田 恭典） 

福井赤十字病院 内科（木下 圭一） 

国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科（伊豆津 宏二） 

埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科（前田 智也） 

兵庫医科大学病院 内科学講座 血液内科（大杉 夕子） 

川崎医科大学附属病院 血液内科（近藤 英生） 

高知医療センター 血液内科・輸血科（今井 利） 

愛媛県立中央病院 血液内科（名和 由一郎） 

千葉大学医学部附属病院 血液内科（堺田 惠美子） 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 船橋中央病院 内科（深澤 元

晴） 

千葉市立青葉病院 血液内科（小野田 昌弘） 

千葉県済生会習志野病院 血液内科（趙 龍桓） 



   

奈良県立医科大学付属病院 呼吸器・アレルギー・血液内科（田中 晴

之） 

東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科（土橋 史明） 

獨協医科大学病院 血液・腫瘍内科（三谷 絹子） 

国立病院機構名古屋医療センター 血液内科（平野 大希） 

太田綜合病院附属太田西ノ内病院 血液内科（神林 裕行） 

高知大学医学部附属病院 血液内科（小島 研介） 

滋賀医科大学医学部附属病院 血液内科（南口 仁志） 

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科（南 陽

介） 

安城更生病院 血液・腫瘍内科（澤 正史） 

聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科（加藤 雅之） 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 血液内科（井上 靖之） 

JCHO 京都鞍馬口医療センター 血液内科（村頭 智） 

独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 内科（足立 陽子） 

信州大学医学部附属病院 血液内科（中澤 英之） 

長野赤十字病院 血液内科（住 昌彦） 

東京女子医科大学 血液内科（志関 雅幸） 

浜松医科大学附属病院 血液内科（竹下 明裕） 

鹿児島大学病院 血液・膠原病内科（吉満 誠） 

金沢大学附属病院 血液内科（岩城 憲子） 

恵寿総合病院 内科（山﨑 雅英） 

恵寿金沢病院（村田 了一） 

富山市立富山市民病院 血液内科（寺﨑 靖） 

石川県立中央病院 血液内科（山口 正木） 

東京医科大学病院 血液内科（片桐 誠一朗） 

杏林大学医学部付属病院 血液内科（高山 信之） 

北海道大学病院 血液内科（小野澤 真弘） 

菊郷会 愛育病院 血液病センター（近藤 健） 

社会医療法人北楡会札幌北楡病院人工臓器・移植・細胞治療研究所 

血液内科（太田 秀一） 

市立旭川病院 血液内科（柿木 康孝） 

済生会前橋病院 血液内科（高田 覚） 

名古屋市立大学病院 血液・腫瘍内科（伊藤 旭） 

東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科（鬼塚 真仁） 

海老名総合病院 血液内科（渡辺 茂樹） 

山口大学医学部附属病院 第三内科（中邑 幸伸） 

山口県立総合医療センター 血液内科（高橋 徹） 

東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科（川俣 豊隆） 

大阪市立大学医学部附属病院 血液内科・造血細胞移植科（廣瀬 朝

生） 

社会医療法人生長会府中病院 血液疾患センター（井根 省二） 

大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科（福島 健太郎） 

東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科（遠山 和博） 

新潟大学医歯学総合病院 血液内科（増子 正義） 

大分大学医学部附属病院 血液内科（高野 久仁子） 

大分県立病院 血液内科（大塚 英一） 

国立病院機構九州がんセンター 血液内科（末廣 陽子） 



   

愛知医科大学病院 血液内科（村上 五月） 

北里大学病院 血液内科（鈴木 隆浩） 

山形大学医学部附属病院 血液内科（東梅 友美） 

大分市医師会立アルメイダ病院 血液内科（小野 敬司） 

大分県厚生連鶴見病院 血液内科（幸野 和洋） 

くまもと森都総合病院 血液内科（鈴島 仁） 

九州医療センター 血液内科（高瀬 謙） 

飯塚病院 血液内科（油布 祐二） 

慶應義塾大学病院 血液内科（菊池 拓） 

青森県立中央病院 血液内科（久保 恒明） 

兵庫県立がんセンター 血液内科（村山 徹） 

京都府立医科大学附属病院 血液内科（堀池 重夫） 

大阪市立総合医療センター 血液内科（山根 孝久） 

防衛医科大学校病院 血液内科（河村 俊邦） 

秋田大学医学部附属病院 血液内科（高橋 直人） 

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 血液内科（吉尾 伸之） 

大垣市民病院 血液内科 （小杉 浩史） 

市立函館病院 血液内科（堤 豊） 

NTT 東日本関東病院 血液内科（臼杵 憲祐） 

横浜市立大学附属病院 血液・リウマチ・感染症内科（萩原 真紀） 

東北大学病院 血液免疫科（横山 寿行） 

広島大学病院 血液内科（福島 伯泰） 

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科（藤

澤 信） 

神奈川県立がんセンター 血液・腫瘍内科（金森 平和） 

藤沢市民病院 血液内科 （藤巻 克通） 

静岡赤十字病院 血液内科（田口 淳） 

香川大学医学部附属病院 血液内科（今滝 修） 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科（小松 則夫） 

金沢医科大学病院 血液・リウマチ膠原病科（坂井 知之） 

国立病院機構長崎医療センター 血液内科（吉田 真一郎） 

国立病院機構大阪南医療センター 血液内科（前田 裕弘） 

神戸大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科（松岡 広） 

今村総合病院 血液内科（徳永 雅仁） 

宮城県立がんセンター 血液内科（遠宮 靖雄） 

愛媛大学医学部附属病院 血液内科（竹中 克斗） 

東京都立墨東病院 内科（小杉 信晴） 

宝塚市立病院 血液内科（清水 義文） 

NHO まつもと医療センター 血液内科（伊藤 俊朗） 

香川県立中央病院 血液内科（川上 公宏） 

坂出市立病院 血液内科 （田岡 輝久） 

大津赤十字病院 血液免疫内科（辻 將公） 

大崎市民病院 血液内科（高橋 太郎） 

東京医科歯科大学医学部附属病院 血液内科（山本 正英） 

自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科（賀古 真一） 

静岡県立静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科（池田 宇次） 

国立国際医療研究センター病院 血液内科（那須 涼） 

国立病院機構北海道がんセンター 血液内科（黒澤 光俊） 



   

樹徳会 上ヶ原病院 内科（川本 裕之） 

東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 血液内科（本村 小百合） 

横浜市立みなと赤十字病院 血液内科（山本 晃） 

国立病院機構呉医療センター 血液内科（伊藤 琢生） 

名古屋第二赤十字病院 血液・腫瘍内科（小林 美希） 

山梨大学医学部付属病院 血液・腫瘍内科（桐戸 敬太） 

ハートライフ病院 血液内科（狩俣 かおり） 

国立病院機構四国がんセンター 血液腫瘍内科（吉田 功） 

武蔵野赤十字病院 血液内科（高野 弥奈） 

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 血液内科（滝本 秀

隆） 

埼玉医科大学総合医療センター 血液内科（富川 武樹） 

医療法人宝生会 PL 病院 血液内科（松田 光弘） 

富山県立中央病院 内科（血液）（近藤 恭夫） 

大阪府済生会中津病院（山村 亮介） 

松阪中央総合病院（関根 隆夫） 

国立病院機構災害医療センター 血液内科（能登 俊） 

大和市立病院 血液・腫瘍内科（橋本 千寿子） 

国立病院機構広島西医療センター 内科（黒田 芳明） 

島根大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科（高橋 勉） 

大手前病院 血液内科（釜江 剛） 

東京医科大学八王子医療センター 血液内科（岩瀬 理） 

敬愛会中頭病院 血液腫瘍内科（林 正樹） 

松下記念病院（和田 勝也） 

筑波大学附属病院 血液内科（横山 泰久） 

鳥取県立中央病院 血液内科（田中 孝幸） 

茨城県立中央病院 血液内科（堀 光雄） 

東京都立大塚病院 輸血科(血液内科)（武藤 秀治） 

豊田厚生病院 血液内科（鏡味 良豊） 

公立陶生病院 血液・腫瘍内科（梶口 智弘） 

国立病院機構 水戸医療センター 血液内科 （吉田 近思） 

総合病院 土浦協同病院 血液内科（清水 誠一） 

佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科（木村 晋也） 

日立総合病院 血液腫瘍内科（周山 拓也） 

山梨県立中央病院 血液内科（飯野 昌樹） 

福井県立病院 血液・腫瘍内科（森永 浩次） 

昭和伊南総合病院 内科（小原 洋一） 

国立長寿医療研究センター 血液内科（勝見 章） 

国立病院機構仙台医療センター 血液内科（勝岡 優奈） 

JCHO 九州病院 血液・腫瘍内科（小川 亮介） 

宮崎大学医学部附属病院 血液内科（久冨木 庸子） 

九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科（宮本 敏浩） 

福島県立医科大学附属病院 血液内科（大河原 浩） 

福岡大学病院 腫瘍血液感染症内科（佐々木 秀法） 

名古屋市立西部医療センター 血液・腫瘍内科（稲垣 淳） 

横浜市立市民病院 血液内科（仲里 朝周） 

JA とりで総合医療センター 血液内科（伊藤 孝美） 

琉球大学医学部附属病院 第二内科(血液内科)（森島 聡子） 



   

済生会横浜市南部病院 血液内科（川崎 理加） 

大網白里市立国保大網病院 血液内科（杉田 泰雅） 

大阪赤十字病院 血液内科（今田 和典） 

札幌医科大学附属病院 血液内科（井山 諭） 

京都第一赤十字病院 血液内科（内山 人二） 

関西医科大学附属病院 血液・腫瘍内科（藤田 真也） 

湘南鎌倉総合病院 血液内科（玉井 洋太郎） 

京都大学医学部附属病院 血液内科（山下 浩平） 

市立豊中病院 内科(血液内科)（小杉 智） 

関西電力病院 血液内科（平田 大二） 

京都桂病院 血液内科（森口 寿徳） 

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

（田端 理英） 

高槻赤十字病院 血液・腫瘍内科（安齋 尚之） 

地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 腫瘍・

血液内科（岡村 篤夫） 

神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科（平本 展大） 

富山赤十字病院 血液内科（黒川 敏郎） 

日本医科大学付属病院 血液内科（山口 博樹） 

京都第二赤十字病院 血液内科（魚嶋 伸彦） 

長岡赤十字病院 血液内科（古川 達雄） 

新潟県立中央病院 内科（血液）（桃井 明仁） 

東海大学医学部付属八王子病院 血液腫瘍内科（横山 健次） 

地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 血液内科（伊藤 

満） 

三井記念病院 血液内科（高橋 強志） 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 血液内科（佐多 弘） 

岡山赤十字病院 血液内科（竹内 誠） 

国保旭中央病院 血液内科（田中 宏明） 

西日本旅客鉄道(株) 大阪鉄道病院 血液内科（間部 賢寛） 

日本赤十字社成田赤十字病院 血液腫瘍科（青墳 信之） 

名古屋市立東部医療センター 血液内科（脇田 充史） 

昭和大学病院 血液内科（中牧 剛） 

近畿大学奈良病院 血液内科（花本 仁） 

鳥取大学医学部附属病院 血液内科（福田 哲也） 

東京北医療センター 血液内科（竹下 昌孝） 

東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科（齋藤 健） 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 腫瘍・血液内科（西脇 嘉一） 

産業医科大学病院 血液内科（東 丈裕） 

名古屋記念病院 血液・化学療法内科（粥川 哲） 

東京警察病院 血液内科（荒井 俊也 ） 

研究代表者 
主任施設の名称：名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部 

研究責任者：西脇聡史 

問い合わせ先 
氏名（所属・職名）： 中澤 英之（血液・腫瘍内科学 講師）  

電話：0263－37－2634 

 

既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採



   

取の必要はありません。 

 

利用する情報からは、患者様を直接特定できる個人情報を削除し、主任施設である名古

屋大学に提供します。 

研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や学術雑誌などで発表しますが、そ

の際も患者様を特定できる個人情報は利用しません。 

 

この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な

点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、

同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場

合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄でき

ないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。 


