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相談対応JSPFAD施設一覧

No 施設名／郵便番号／住所 担当医
1 北海道大学病院血液内科 今村 雅寛

〒060-8648 北海道札幌市北区北14条西5 田中 淳司
2 岩手医科大学内科学講座血液・腫瘍内科分野 石田 陽治

〒020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1 伊藤 薫樹
3 東京大学医科学研究所附属病院血液内科 内丸 薫

〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1、１号館3階
4 東京医科歯科大学視覚応答調節学 望月 学

〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 山田由季子
5 名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫内科学分野 石田 高司

〒467-8602 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1
6 大阪市立大学大学院医学研究科血液腫瘍制御学 高 起良
（血液内科・造血細胞移植科 ）

〒545-8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3
7 愛媛大学医学部臓器機能統御医学講座生体統御内科学分野 長谷川 均

（第一内科）
〒791-0295 愛媛県東温市志津川454

8 高知大学医学部血液・呼吸器内科学（第三内科） 池添 隆之
〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

9 長崎大学医学部臨床検査医学 上平 憲
〒852-8523 長崎県長崎市坂本1-12-4 山田 恭暉

10 長崎大学医学部原研内科
〒852-8523 長崎県長崎市坂本1-12-4 塚崎 邦弘

11 佐世保市立総合病院内科 森内 幸美
〒857-8511 長崎県佐世保市平瀬町9-3

12 長崎県五島中央病院内科 鯉田 智
〒853-0031 長崎県五島市吉久木町205番地

13 聖フランシスコ病院内科 高崎 由美
〒852-8125 長崎県長崎市小峰町9-20

14 長崎県島原病院内科 小川 大輔
〒855-0861 長崎県島原市下川尻町7895

15 長崎市立市民病院内科 山村 政臣
〒850-8555 長崎県長崎市新地町6番39号

16 長崎市立成人病センター血液内科 川口 康久
〒852-8012 長崎県長崎市淵町20-5

17 日本赤十字社長崎原爆病院血液内科 城 達郎
〒852-8511 長崎県長崎市茂里町3-15

18 国立病院機構長崎医療センター血液内科 吉田真一郎
〒856-8562 長崎県大村市久原2-1001-1

19 健康保険諫早総合病院内科 早田 央
〒854-8501 長崎県諫早市永昌東町24-1
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No 施設名／郵便番号／住所 担当医
20 国民健康保険平戸市民病院内科 池田 柊一

〒859-5393 長崎県平戸市草積町1125-12
21 熊本大学医学部附属病院附属病院血液内科／感染免疫診療部 野坂 生郷

〒860-8556 熊本県熊本市本荘1丁目1番1号
22 国立病院機構熊本医療センター血液内科 武本 重毅

〒860-0008 熊本市二の丸1-5
23 NTT西日本九州病院血液免疫内科 鈴島 仁

〒862-8655 熊本県熊本市新屋敷１丁目17－27
24 熊本市立熊本市民病院血液・腫瘍内科 津田 弘之

〒862-8505 熊本県熊本市湖東1-1-60
25 大分県立病院血液内科 佐分利能生

〒870-8511 大分県大分市大字豊饒476番地
26 大分県済生会日田病院血液内科 岩橋 正人

〒877-1292 大分県日田市大字三和643-7
27 大分県厚生連鶴見病院血液疾患ｾﾝﾀｰ 中山 俊之

〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地
28 大分大学医学部総合内科学第二講座血液グループ 緒方 正男

〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
29 健康保健南海病院血液内科 卯野 規敬

〒876-0857 大分県佐伯市常磐西町11-20
30 大分市医師会立アルメイダ病院血液内科 小野 敬司

〒870-1133 大分県大分市大字宮崎1509-2
31 国立病院機構西別府病院血液内科 菊池 博

〒874-0840 大分県別府市大字鶴見4548番地
32 宮崎大学医学部内科学講座免疫感染病態学分野 (膠原病感染症内科）岡山 昭彦

〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地
33 国立病院機構都城病院内科 前田 宏一

〒885-0014 宮崎県都城市祝吉町5033番地1
34 医療法人同心会古賀総合病院内科 松岡 均

〒880-0041 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1
35 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科感染宿主応答研究分野／ 有馬 直道

血液膠原病内科 魚住 公治
〒890-8544 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

36 財団法人慈愛会今村病院分院血液内科 宇都宮 與
〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23

37 鹿児島県立薩南病院内科 加藤 吉保
〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋1968-4

38 青仁会池田病院血液内科 大納 伸人
〒893-0024 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

39 国立病院機構鹿児島医療センター血液内科 花田 修一
〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町8番1号 大渡 五月

40 沖縄協同病院内科 仲田 精伸
〒900-8558 沖縄県那覇市古波蔵4-10-55



32



平成 22年度厚生科学研究費補助金 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
「本邦におけるHTLV-1 感染及び関連疾患の実態調査と総合対策」
研究代表者 山口一成

2011 年 2月




