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JSH MPN-15 実施計画書 変更内容一覧（Version 2.1） 

修正箇所 修正前 修正後(下線部修正) 変更理由 

表紙 

研究事務局 

九州大学病院 血液・腫瘍内科 愛媛大学医学部附属病院 血液・

免疫・感染症内科 

異動のため 

1.3. 対象 WHO分類2016 WHO分類改訂第4版(2017) 学会における記載

事項の統一化 

2.1. 対象疾患 WHO分類2016では、… 

このため、WHO分類2016では、 

WHO分類改訂第4版(2017)では… 

このため、WHO 分類改訂第 4 版

(2017)では、 

学会における記載

事項の統一化 

5.1. 対象患者 WHO分類2016 WHO分類改訂第4版(2017) 学会における記載

事項の統一化 

5.2. 選択基準 (1) WHO分類 2016 (1) WHO分類改訂第4版(2017) 学会における記載

事項の統一化 

5.5.1. WHO分類改訂

第4版(2017) 

5.5.1. WHO分類 2016 5.5.1. WHO分類改訂第4版(2017) 学会における記載

事項の統一化 

7.2.4. 真性多血症

への移行 

WHO分類2016 WHO分類改訂第4版(2017) 学会における記載

事項の統一化 

11.3. 研究運営委員

会 

委員長、副委員長 

委員長 

順天堂大学 医学研究科 血液

内科学 小松 則夫 

 

副委員長 

九州大学病院 血液・腫瘍内科 

竹中 克斗 

委員長 

愛媛大学大学院医学系研究科 

血液・免疫・感染症内科 竹中 

克斗 

副委員長 

順天堂大学 医学研究科 血液内

科学 小松 則夫 

役職の変更 

11.3. 研究運営委員

会 

委員 

 

藤田保健衛生大学 血液内科 

冨田 章裕 

藤田医科大学 血液内科 冨田 

章裕 

関西医科大学 血液内科 伊藤 

量基 

富山赤十字病院 血液内科 黒

川 敏郎 

三重大学医学部附属病院 血液

内科 杉本 由香 

施設名の変更、委

員の追加 

11.4. 研究事務局 九州大学病院 血液・腫瘍内科 愛媛大学医学部附属病院 血液・

免疫・感染症内科 

異動のため 
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修正箇所 修正前 修正後(下線部修正) 変更理由 

11.9. 参加施設、研

究責任者 

九州大学病院 血液･腫瘍内科 

竹中 克斗 

藤田保健衛生大学 血液内科 

冨田 章裕 

愛媛大学医学部附属病院 血液・

免疫・感染症内科 竹中 克斗 

藤田医科大学 血液内科 冨田 

章裕 

関西医科大学 血液内科 伊藤 

量基 

富山赤十字病院 血液内科 黒

川 敏郎 

三重大学医学部附属病院 血液

内科 杉本 由香 

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病

院  血液内科    岩崎 博 

宮城県立がんセンター  血液内

科    佐々木 治 

東北大学病院  血液・免疫科    

張替 秀郎 

筑波大学附属病院  血液内科    

千葉 滋 

学校法人獨協学園 獨協医科大

学病院  血液・腫瘍内科    三

谷 絹子 

国立大学法人群馬大学医学部附

属病院  血液内科    半田 寛 

防衛医科大学校病院  血液内科    

前川 隆彰 

千葉市 千葉市立青葉病院  血

液内科    横田 朗 

慶應義塾大学病院  血液内科    

清水 隆之 

東京医科大学病院  血液内科    

田内 哲三 

公益財団法人 ライフ・エクステ

ンション研究所 付属永寿総合病

院  血液内科   萩原 政夫 

公立大学法人 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 

異動/施設名の変

更、参加施設の追

加 
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修正箇所 修正前 修正後(下線部修正) 変更理由 

11.9. 参加施設、研

究責任者（続き） 

 横浜市立みなと赤十字病院  血

液内科    山本 晃 

医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌

倉総合病院  血液内科    田中 

江里 

富山県厚生農業協同組合連合会

高岡病院  内科    経田 克則 

福井県立病院  血液・腫瘍内科    

河合 泰一 

国立大学法人岐阜大学医学部附

属病院  第１内科    北川 順一 

順天堂大学医学部附属静岡病院  

血液内科    小池 道明 

名古屋大学医学部附属病院  血

液内科    清井 仁 

名古屋市立西部医療センター  

血液・腫瘍内科    稲垣 淳 

京都第二赤十字病院  血液内科    

魚嶋 伸彦 

京都大学医学部附属病院  血液

内科    高折 晃史 

大阪大学医学部附属病院  血液・

腫瘍内科    金倉 譲 

市立豊中病院  血液内科    小

杉 智 

医療法人 宝生会 ＰＬ病院  

血液内科    松田 光弘 

神戸市立医療センター中央市民

病院  血液内科    石川 隆之 

神戸市立西神戸医療センター  

免疫血液内科    新里 偉咲 

日本赤十字社 和歌山医療セン

ター  血液内科    島津 裕 

独立行政法人国立病院機構 岡

山医療センター  血液内科    

吉岡 尚徳 
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修正箇所 修正前 修正後(下線部修正) 変更理由 

11.9. 参加施設、研

究責任者（続き） 

 独立行政法人国立病院機構 九

州医療センター  血液内科    

岩﨑 浩己 

久留米大学病院  血液内科    

毛利 文彦 

九州大学病院  血液・腫瘍内科    

赤司 浩一 

福岡大学病院  腫瘍・血液・感染

症内科    高松 泰 

福岡赤十字病院  血液腫瘍内科    

谷本 一樹 

独立行政法人国立病院機構 九

州がんセンター  血液内科    

末廣 陽子 

大分県立病院  血液内科    大

塚 英一 

鹿児島大学病院  血液・膠原病内

科    石塚 賢治 

独立行政法人 国立病院機構 

鹿児島医療センター  血液内科    

大塚 眞紀 

 


