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データ・試料利用申請の題名

1 2003/6/6
愛知県がんセンター研究所　腫瘍免疫学
部

赤塚美樹
ＨＬＡ-Ｅ抗原およびマイナー組織適合抗原等のドナーと患者
間での不適合が臨床経過に及ぼす影響の検討

2 2003/6/6
東京都赤十字血液センター 技術部研究一
課

屋部
登志雄

ＮＫ細胞受容体KIR遺伝子型及び認識リガンドHLA-C抗原上の
KIRエピトープ型のドナーと患者間での不適合が臨床経過におよぼ
す影響

3 2003/6/6 愛知県がんセンター病院 血液・細胞治療部 森島泰雄
HLA-C抗原およびHLA-B,C型などから推測したNK細胞受容体
(KIR等)のドナーと患者間での不適合が臨床経過におよぼす影響
の検討

4 2003/6/6 愛知県がんセンター病院 血液・細胞治療部 森島泰雄
GVHD予防法別・HLA型別にHLA適合度が臨床経過に及ぼす
影響の検討

5 2003/7/1
東京都赤十字血液センター 技術部研究一
課

石川善英
サイトカイン遺伝子、サイトカイン受容体遺伝子（IL1α,IL1β,IL
1R,IL 1RA,IL2,IL4,IL4RA,IL6,IL10,IL12,IFNγ,TNFα,TGFβ）多
型の移植成績に及ぼす影響の解析

6 2003/7/1
東京都赤十字血液センター 技術部研究一
課

石川善英 マイナー抗原(HA-8)不適合の移植成績への影響の解析

7 2003/8/14
愛知県がんセンター病院　血液・細胞療法部
東海大学医学部基礎医学系　分子生命科
学

森島泰雄
猪子英俊

HLA抗原およびマイクロサテライト型のドナーと患者間での不適合
が臨床経過におよぼす影響を検討

8 2003/8/14
愛知県がんセンター病院　血液・細胞療法部
東海大学医学部基礎医学系　分子生命科
学

森島泰雄
猪子英俊

急性、慢性GVHD重症度別・HLA型別にHLA、およびマイクロサテ
ライト適合度が臨床経過に及ぼす影響につき検討し、マイナー組
織適合抗原を検索する

9 2003/10/3 医療委員会 加藤俊一 HLA1抗原不適合ドナーからの移植成績の検証

10 2003/10/7 医療委員会 権藤久司
複数回(2回)提供ドナーからの移植を受けた患者の移植前と移植
後経過に関するデータの検証、および、複数回提供か否かに関わ
らず、移植細胞数と臨床結果の相関の有無についての解析

11 2003/11/11 医療委員会 平岡  諦
認定施設の移植実績調査・解析／TRMday100の平均との有
意差の有無の検討

12 2003/12/1 医療委員会 堀部敬三 DLIの有効性および安全性の検討

13 2004/1/26 東京慈恵会医科大学附属病院　輸血部 星順隆 現在の自己血・骨髄採取量の設定の妥当性の検証

14 2004/3/10
名古屋大学大学院医学系研究科病態内
科学講座分子細胞内科学

村田誠
患者またはドナーにおけるUGT2Ｂ17遺伝子、GSTT1または
GSTM1遺伝子の欠損が造血幹細胞移植後の臨床経過に与える
影響に関する検討

15 2004/8/2
東京慈恵会医科大学附属柏病院 血液・腫
瘍科

西脇嘉一 肥満を有する患者における至適移植細胞数の検討

16 2004/8/2 東海大学医学部 専門診療学系 小児科学 矢部晋正 各疾患に適した幹細胞移植ソースの検討

17 2004/8/2 東京大学 造血再生医療寄付講座 小川誠司
Whole Genome Association解析によるGVHDの原因遺伝子
の探索

18 2004/8/2 千葉大学医学部附属病院 第２内科 西村美樹 長期性生存者におけるQOL

19 2004/8/2 東京都立駒込病院 血液内科 坂巻  壽 その他の合併症（感染症、VOD、など）

20 2004/8/2 名古屋第一赤十字病院 内科 宮村耕一 その他の合併症（感染症、VOD、など）

21 2004/8/2 名古屋第一赤十字病院 小児科 加藤剛二 遺伝性疾患

22 2004/8/2 名古屋大学医学部附属病院 小児科 小島勢二
ATGを含む前処置で移植された再生不良性貧血患者の治療
成績

23 2004/8/2 愛媛県立中央病院 血液内科 原  雅道 急性GVHD

24 2004/8/2 神奈川県立がんセンター 血液科 丸田壱郎 慢性GVHD

25 2004/8/2 東京大学医学部附属病院 無菌治療部 神田善伸
非血縁者間骨髄移植における移植前処置が治療成績に及ぼ
す影響

26 2004/8/24 秋田大学医学部附属病院 第三内科 廣川  誠 NK細胞腫瘍に対する非血縁者間骨髄移植の治療成績

27 2004/9/11 東京慈恵会医科大学附属病院 輸血部 星  順隆
非血縁者間で実施されたコーディネートの中止理由およびド
ナーの有害事象の発現と年齢の関係

28 2004/10/8
東海大学医学部 基礎医学系分子生命科
学

猪子英俊 移植後肺合併症と遺伝子多型性に関する研究
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29 2004/12/27 ドナー安全委員会 秋山秀樹 ２回目の骨髄採取に関する検討

30 2004/12/27 ドナー安全委員会 秋山秀樹
採取骨髄の細胞数が不十分であった場合の採取状況と移植
成績の検討

31 2005/1/20 ドナー安全委員会 秋山秀樹
骨髄採取において、培養液として生食を使用した場合の安全
性と移植における安全性についての検討

32 2005/9/1 防衛医科大学校 血液内科 木村文彦 血液型不適合が非血縁者間骨髄移植成績に与える影響

33 2005/9/12 長崎大学　原研内科 宮崎泰司
JALSGスコアによって層別化された成人AML患者に対する第
一寛解期非血縁者間移植成績の解析

34 2006/1/26 ドナー安全委員会 中尾康夫 骨髄採取後のCPK高値の検討

35 2006/4/12 東京都立駒込病院 血液内科 山下卓也
非血縁者間骨髄同種移植における患者体重が移植成績に及
ぼす影響についての後方視的研究

36 2006/9/20 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 衛藤徹也
ATLに対する骨髄非破壊的前処置を用いた非血縁ドナーから
の同種骨髄移植療法の後方視的検討

37 2006/12/19 東京大学医科学研究所 高橋  聡
非血縁骨髄移植後の急性GVHD発症に与えるNod2遺伝子変
異の臨床的意義

38 2006/12/19 関西医科大学大学院医学研究科 薗田精昭
非血縁骨髄採取の際に骨片などを除去するために使用する
フィルターに補足されている細胞の研究利用について

39 2007/2/2 東京都立駒込病院 血液内科 山下卓也
非血縁者間同種骨髄移植における二次性悪性腫瘍について
の後方視的研究

40 2007/3/6 愛知県厚生連 昭和病院 血液化学療法科 森下剛久 医療技術評価書に添付するドナーに関する資料

41 2007/3/9 名古屋大学大学院 医学系研究所 小島勢二
後天性再生不良性貧血に対する非血縁者間同種骨髄移植に
おけるHLAアリルミスマッチの意義

42 2007/3/9 ドナー安全委員会 秋山秀樹 骨髄ドナー確保と安全性

43 2007/5/28 防衛医科大学校 血液内科 木村文彦 非血縁者間骨髄移植におけるG-CSF・M-CSFの効果

44 2007/5/28 ドナー安全委員会 中尾康夫 採取前検診時Hbから規定される骨髄採取量上限の再検討

45 2007/6/20 京都大学大学院 医学研究科 菱澤方勝
成人T細胞白血病・リンパ腫に対する幹細胞ソース別の同種
造血幹細胞移植の成績の解析

46 2007/7/9 東京都赤十字血液センター 製剤部
屋部

登志雄
造血幹細胞移植における白血球細胞受容体とリガンド遺伝子
多型の影響

47 2007/8/8 東海大学 基礎医学系分子生命科学 猪子英俊
造血幹細胞移植における移植後合併症とマイクロサテライト
マーカーを用いた疾患関連遺伝子多型の解析

48 2007/9/13 医療委員会 宮村耕一 輸注細胞数と移植成績の関係

49 2007/11/2 愛知県がんセンター中央病院 森島泰雄
国際組織適合性ワークショップにおけるHLAと移植免疫反応と
の関連についての解析

50 2007/11/18 東京大学医学部付属病院 血液・腫瘍内科 南谷泰仁 スコア化による最適な非血縁造血幹細胞ドナーの選択

51 2007/12/25 ドナー安全委員会 秋山秀樹 移植骨髄液中に含まれる抗凝固剤の現状についての調査

52 2008/1/7 国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 藤  重夫
非血縁者間骨髄移植後における移植前body mass index
(BMI)の重要性についての検討

53 2008/1/8
名古屋大学医学部　造血細胞移植情報管
理学

熱田由子
成人急性白血病における非血縁者間骨髄移植と非血縁者間
臍帯血移植の成績比較

54 2008/1/18
JPLSG CML委員会／慶應義塾大学 小児
科

嶋田博之
小児慢性骨髄性白血病（CML）に対する非血縁者間骨髄移植
におけるHLA適合度の重要性の検討

55 2008/2/12 名古屋第一赤十字病院　小児科 渡辺修大
当院における非血縁者間骨髄移植でのHLA-ABCｗDRDQDP
のアリル一致度と移植成績

56 2008/2/18 東京都赤十字血液センター 製剤部
屋部

登志雄
造血幹細胞移植におけるNK細胞受容体およびサイトカイン遺
伝子多型の影響



承認日 申請者所属
申請者名
（敬称略）

データ・試料利用申請の題名

57 2008/5/20 京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 一戸辰夫
非血縁者間骨髄移植後の生着不全にHLA抗体が及ぼす意義
に関する研究

58 2008/6/16 金沢大学附属病院 高見昭良
非血縁者間同種骨髄移植治療成績におけるFcガンマレセプ
ターIIIa(CD16)多型の影響

59 2008/8/2
国家公務員共済組合連合会浜の町病院
血液病科

加藤光次 成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATLL）

60 2008/9/9 岡山県赤十字血液センター 石丸文彦
造血幹細胞移植における抗HLA抗体・抗MICA抗体の臨床的
意義

61 2008/9/19 北海道大学医学部 血液内科 重松明男
成人急性リンパ性白血病に対する同種造血幹細胞移植にお
ける移植前処置レジメンの検討

62 2008/10/7 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 畑中一生
抗ヒトＴリンパ球ウサギ免疫グロブリンを前処置に用いた同種
造血幹細胞移植に関する多施設共同後方視的研究

63 2008/10/8 金沢大学附属病院 高見昭良
非血縁者間同種骨髄移植治療成績における免疫関連遺伝子
多型の影響

64 2009/1/8
名古屋大学医学部　造血細胞移植情報管
理学

熱田由子 同種造血幹細胞移植後の二次性悪性腫瘍

65 2009/1/20 慶應義塾大学医学部　血液内科 森毅彦
非 血 縁 者 間 同 種 骨 髄 移 植 後 の tacrolimus と 短 期
methotrexate(MTX)を用いた移植片対宿主病予防：tacrolimus
の至適血中濃度の検討

66 2009/3/3 医療委員会 宮村耕一 輸注細胞数と移植成績の関係

67 2009/3/24 名古屋第一赤十字病院　内科 宮村耕一
Recommendation to improve the outcome in adult
Philadelphia-negative acute lymphoblastic leukemia

68 2009/3/24
自治医科大学附属さいたま医療センター
血液科

神田善伸
急性リンパ性白血病(ALL)の第一寛解(CR1)到達時における
臨床決断分析

69 2010/8/24 愛知県がんセンター研究所
松尾

恵太郎
非血縁者間造血細胞移植に係わる組織適合性抗原の統合解
析と統一データ・試料ベースの構築

70 2010/12/2
愛知県がんセンター
東海大学

森島泰雄
猪子英俊

造血幹細胞移植後合併症の遺伝要因特定のためのHLA全領
域の塩基配列決定による遺伝的多型の検出と移植成績との
関連性の調査

71 2011/10/6
東京大学医科学研究所　分子療法分野
鳥取大学医学部　公衆衛生学

高橋  聡
田辺　剛

非血縁骨髄移植の予後に与えるインフラマソーム関連遺伝子
変異の臨床的意義

72 2012/6/14 中四国地区　地区代表協力医師 岩戸康治
骨髄移植推進財団 中国四国地区における非血縁者ドナーか
らの骨髄採取の現状

73 2012/10/2 金沢大学附属病院 高見昭良
非血縁者間同種骨髄移植における血管内皮・血栓凝固機能
関連遺伝子多型の影響

74 2013/9/2 名古屋第一赤十字病院　血液内科
清水

奈緒子
名古屋第一赤十字病院における骨髄バンクコーディネートの
現状

75 2013/10/21 (公財）日本骨髄バンク　事務局 折原勝己
骨髄・末梢血幹細胞提供によりドナーの遺伝情報等が判明し
た場合の情報開示について

76 2013/11/7 東海大学医学部 椎名　隆
骨髄移植前保存ドナー検体を用いたPCR-SSOP法とSS-SBT
法に要rDNAタイピング検査の比較と検証

77 2013/11/25 琉球大学医学部　第二内科 友寄毅昭 沖縄県における骨髄移植ドナーの不適格例の解析

78 2013/12/17 東京都立駒込病院 輸血・細胞療法部 奥山美樹 非血縁者間末梢血幹細胞採取の現況

79 2014/5/16 ドナー安全委員会 折原勝己
非血縁者間骨髄採取術　複数回(2回)提供者に関する採取細
胞数及び移植患者の生着率に係る後方視野的データ解析に
ついて

80 2014/5/21 医療委員会 芦田隆司
日本骨髄バンクを介したドナーリンパ球輸注の成績　－ＥＢＶ
によるＢＬＰＤおよび非腫瘍性混合キメラ状態－

81 2014/7/22 大阪市立大学医学部附属病院　血液内科 日野雅之
本邦における非血縁者間末梢血幹細胞採取と骨髄採取のド
ナーへの影響に関する観察研究

82 2014/7/31 金沢大学附属病院　輸血部 材木義隆
6pLOHによるHLA欠失白血球の存在が再生不良性貧血患者
の同種造血細胞移植の予後に及ぼす影響の検討

83 2014/11/26
東海大学医学部　基礎医学系分子生命科
学

椎名　隆
HLA遺伝子の多型・発現情報と移植成績やGVL効果誘導と
の関連解析

84 2014/12/9 名古屋大学
鍬塚

八千代
造血幹細胞移植分野におけるドラッグ・ラグ解消のための新
薬・未承認薬使用状況の検討


