
外科手術、処置を受ける患者さんへ 

 

虎の門病院、および虎の門病院分院は National Clinical Database（日本臨床データベース機

構）に参加しています。 

 

患者さんに向けたより良い医療を提供する上では、医療の現状を把握することは重要です。まして病

院医療の崩壊が報道される昨今、外科治療の成績向上のためには現状の正確な理解が不可欠です。 

 そこで曰本外科学会をはじめとする多くの臨床外科系学会が連携し、『一般社団法人 National 

Clinical Database』（以下、NCD）が設立されました。この目的は現在日本で行われている外科手術、

処置をデータベースとして蓄積し、より適切な医療を提供するため各臨床現場の取り組みを支援するこ

とです。 

 

 登録される情報は曰常の診療で行われている検査や治療の契機となった診断、手術等の各種治療やそ

の方法等となります。NCD に患者さんのお名前を登録することはなく、それ自体で患者さん個人を容

易に特定することはできないものですが、患者さんに関わる重要な情報ですので厳重に管理いたします。 

情報の取り扱いや安全管理にあたっては、関連する法令や取り決め（「個人情報保護法」、「人を対

象とした医学系研究に関する倫理指針」、「医療情報システムの安全管理に関するカイドライン」等）

を遵守しています。 

NCD 参加施設は、曰本全国の標準的成績と対比をする中で各施設の特徴と課題を把握し、それぞれ

が改善に向けた取り組みを行います。国内外の多くの事例では、このような臨床現場主導の改善活動は、

医療の質の向上に大きな成果を上げています。また、登録されたご自身のデータをご覧になりたい場合

は、受診された診療科にお問い合わせ下さい。 

登録される情報は、参加施設の治療成績向上ならびに皆さまの健康の向上に役立てるために、参加施

設ならびに各種臨床領域にフィードバックされます。この際に用いられる情報は集計・分析後の統計情

報のみとなりますので、患者さん個人を特定可能な形で、NCD がデータを公表することは一切ありま

せん。当院から NCD へ登録した情報が正しいかどうかを確認するため、NCD の担当者が患者さんのカ

ルテや診療記録を閲覧することがあります。 

 

 本事業への参加は、患者さんの自由な意思に基づくものであり、参加されたくない場合は対象といた

しませんので下記の窓口までお申し出ください。データ登録を拒否して頂くことができます。なお、登

録を拒否されたことで、曰常の診療等において患者さんが不利益を被ることは一切ございません。 

 

【院 長 承 認 日】 2010 年 12 月 17 日 

【利用する診療情報】診療記録、手術に関する病歴情報等 

【研 究 代 表 者】  NCD 代表理事 岩中 督 

【当院研究責任者】 消化器外科 黒柳 洋弥 

【利用する者の範囲】(社)日本外科学会、(社)日本消化器外科学会、(特非)日本心臓血管外科学会、(特非)日本

血管外科学会、日本内分泌外科学会、(特非)日本小児外科学会、(特非)日本胸部外科学

会、(特非)日本呼吸器外科学会、(社)日本乳癌学会、日本甲状腺学会 

【当院の情報をデータベースに送付する方法】インターネット 

【相 談 窓 口】 虎の門病院 医療情報管理部 入院病歴室  電話 03-3588-1111（代）内線 4211 

2019 年 4 月 1 日改訂 

虎の門病院長 

虎の門病院分院長 



検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院歯科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で抜

去した歯を用いるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたる

と思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の検体（試料）を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく担当医までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日の間に、虎の門病院歯科に通院し、抜歯を

受ける方 

 

【研究課題名】 

ヒト抜去歯を用いた歯質接着修復材料の接合界面の評価 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

 新規開発された歯質接着修復材料をヒト抜去歯に作用させて、得られたエナメル質およ

び象牙質と修復材料との接合界面の超微構造を電子顕微鏡により観察・評価を行うことで

す。 

《研究に至る背景》 

 新規開発された修復材料は、臨床応用に先立って、その性能を事前に評価する必要があり

ます。これらの評価は、信頼性の高い情報を得るために、より臨床に近い条件で実施するこ

とが望ましいのです。特に、う蝕治療に用いる歯質接着修復材料の評価には、ヒト抜去歯を

用いた in vitro（生体外）観察が必須であり、他の試験片からでは得ることのできない、信

頼性の高い結果を得ることができます。したがって、このようなヒト抜去歯の観察から導か

れる評価は、直接的に修復材料および修復処置法の発展に寄与し、また、歯科治療を必要と

する方々に多大な恩恵をもたらすものなのです。 

 

【研究のために検体（試料）を解析研究する期間】 

平成 30 年 1 月 29 日～平成 35 年 3 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

抜去した歯に関してお名前・年齢・性別・ご住所などの特定の個人を識別する情報を一切



記録しません。したがって、研究成果を学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定さ

れることはありません。 

また、抜去した歯は、研究実施までの間、研究管理者である歯科部長・杉崎順平のもと歯

科外来の冷蔵庫に保管し、研究終了後は廃棄します。 

 

【検体（試料）の虎の門病院外への提供】 

検体（試料）を虎の門病院外へ提供することはありません。 

 

【利用する検体（試料）】 

保存不可能となり抜去した永久歯 

 

【研究責任者】 

歯科部長・杉崎順平 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、抜歯する前に担当医までお申し出ください。抜去した歯は

個人情報の記録なく保管されますので、抜歯後のお申し出により、抜去した歯を返却または

廃棄することは困難となります。なお、ご了承いただけない場合も診療など病院サービスに

おいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院歯科・森上 誠 

電話 03-3588-1111(内線)4741 
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電子カルテ情報活用型多施設症例データベース 

を利用した糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究 

（診療録直結型全国糖尿病データベース事業,J-DREAMS） 

についてのお知らせ 

 

 

 

 本研究は、虎の門病院内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門）と虎の門病院分

院糖尿病・代謝科を受診される糖尿病患者さん全員を対象に、背景や糖尿病

関連指標について調査を行うものです。本研究の実施については、研究倫理

審査委員会の審査を経て、病院長の承認を得ています。 

  

【研究の概要】 

本研究では、カルテに記載された糖尿病患者さんの背景や糖尿病指標を抽出

し、患者さんを特定できない様に匿名化した後、症例データベースを構築し、

症例全体の情報の集計と糖尿病関連項目についての解析を行います。この研

究では、カルテ情報を電子化するために SS-MIX2 というシステムを主として

用い、SS-MIX2が利用できない場合は手入力で登録します。 

本研究事業は、複数の病院の患者さんの情報を統合して、糖尿病について実

態調査を行います。 

 

【研究実施期間】 

本研究は 2015年 12月 24日から 2027 年 3月まで実施予定です。 

 

【対象となる方および対象期間】 

 対象となる方：内分泌代謝科に受診中あるいは受診した糖尿病患者さんの

うち電子カルテに登録のある患者さん 

 対象期間： 2015 年 4月から 2025年 3月まで 

 

【ご参加いただく内容】 

患者さん自身に行っていただく事項はございません。診療を通じて収集した

情報のうち、以下の内容をデータベースに登録させていただきます。 

 

【主な情報収集項目および収集頻度】 

 主な情報収集項目：電子カルテ上に記載・登録された以下の項目。 
性別、年齢（誕生年月）、身長、体重、血圧、生活習慣（喫煙、飲酒）、糖
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尿病の病型、糖尿病の診断時期、家族歴、過去の病気、現在かかっている

病気、処方情報、糖尿病診療に関係のある採血・尿検査の結果など。 

当院の受診が途切れた場合にはその理由など。 

収集頻度：最低年 1回収集することを予定しています。 

 

収集したデータは誰のデータか分からなくした上で（匿名化といいます）、

国立国際医療研究センターが設置する糖尿病クラウドセンター(*1)に送られま

す。政府が定めた倫理指針（「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」）

に則って個人情報を厳重に保護し、研究結果の発表に際しても、個人が特定

されない形で行います。患者さんの個人に関する情報が第三者に漏れること

がないよう、最大限に努力致します。また、将来的にデータの使用方法が変

更・追加になる際には、追加のお知らせを致します。 
(*1)糖尿病クラウドセンター・・・全国の本研究参加病院より送られたデータを蓄積する

場所のこと。 

 

【研究に参加する施設】 

当院や国立国際医療研究センターの二病院（センター病院・国府台病院）以

外に全国の病院が参加しています。これら参加施設の認められた研究者だけ

が、匿名化された収集データを利用することができます。参加する施設一覧

は、次のホームページをご参照ください。 

URL:http://jdreams.jp/institutions/ 

またこの J-DREAMS で集めたデータを、糖尿病に関連する病気の分析のため

に用いることがあります。その研究も上記ホームページに記載されます。 

 

【研究資金とその関係】 

この研究は日本医療研究開発機構(AMED)、国立国際医療研究センターの研究

費、運営費を使って行われております。製薬企業などから契約に基づいて資

金提供を受ける予定でいますが、該当企業(リストは http://jdreams.jp に掲

載)はこの研究を実施したり、皆様のデータを直接見たりすることはありませ

ん。該当企業が決定次第、企業名は公表します。また 2021 年 4月以降は、こ

のデータベースを用いて製薬企業などと共同研究を行うことがあります。そ

の内容、該当企業が決定次第、公表いたします。 

 

この研究への情報提供をご希望されないことをお申し出いただいた場合、

お申し出に従いその患者さんの情報を利用しないようにいたします。ご希望

されない場合、あるいは不明点やご心配なことがございましたら、ご遠慮な

く担当医師にご相談ください。 

この研究への情報提供を希望されない場合でも、治療上何ら支障はなく、不

利益は被りません。 

http://jdreams.jp/institutions/
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 また、患者さん（や代諾者の方）のご希望により、この研究に参加してく

ださった方々の個人情報および知的財産の保護や、この研究の独創性の確保

に支障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法、研究全体の期間、試

料・情報の保管期間に関する資料をご覧いただくことや文書でお渡しするこ

とができます。ご希望される方は下記の問い合わせ先までお申し出ください。 

 

虎の門病院の研究代表者・問い合わせ先 

虎の門病院 内分泌代謝科 

森 保道 

    港区虎ノ門2-2-2 

    TEL 03-3588-1111 （代表） 内線 7013 

 

虎の門病院分院の研究代表者・問い合わせ先 

虎の門病院分院 糖尿病・代謝科 

辻本 哲郎 

    神奈川県川崎市高津区梶ケ谷１丁目３− １     

TEL  044-877-5111 （代表） 内線 6086 

 

研究全体の代表者 

国立国際医療研究センター研究所 

糖尿病研究センター長 

植木 浩二郎 

    〒162－8655 

    東京都新宿区戸山1-21-1 

    電話 03-3202-7181 （代表） 

 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の

記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると

思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011 年 6 月 1 日 ～ 2016 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院にて内視鏡的粘膜下

層剥離術が行われた方 

 

【研究課題名】  

 Helicobacter pylori 感染と除菌後の胃癌の検討 

 

【単独・多施設】 

単独施設研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 消化器内科 布袋屋修 

 

[当院研究責任者] 

消化器内科 布袋屋修 

 

【研究の目的】   

 Helicobacter pylori の感染の有無、除菌後期間による胃癌の特徴を明らかにする 

 

【利用するカルテ情報】  

性別、年齢、除菌の時期、内視鏡的萎縮の程度、喫煙歴、飲酒歴、胃癌の特徴（大きさ、

発生部位、肉眼型、深達度、組織型など） 

 

【研究期間】  

2016 年 4 月 5 日～2021 年 3 月 31 日 

 



【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌

等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わ

る記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2020 年 9 月３０日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 田中匡実 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

 2000 年 1 月〜2018年 3 月の間に、虎の門病院血液内科に入院し、同種造血細胞移植

を施行し、その後に非感染性炎症性神経合併症を発症された方 

 

【研究課題名】  

同種造血細胞移植後の脊髄から末梢神経にかけての非感染性炎症性神経合併症の検討 

 

【研究の目的・背景】   

 同種造血細胞移植後の脊髄から末梢神経にかけての非感染性炎症性神経合併症の臨床像

とそれに対する治療について明らかにすることが目的です。 

 近年、同種造血細胞移植の施行件数は増加傾向にあり、当院では年間 120 件を超える移

植を施行していますが、移植後に脊髄炎や末梢神経障害などの炎症性神経合併症を経験し

ます。これらは慢性 GVHD（ graft-versus-host disease：移植片対宿主病）に随伴し

て出現することが多いですが、感染症や腫瘍浸潤の否定が常に必要となるため確定診断が

難しいです。また、治療については大量ステロイド療法や大量ガンマグロブリン療法など

が選択されることが多いですが標準的治療は確立されていません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 5月 29 日 ～  202２年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

 お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

 また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 血液内科 髙木伸介のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 



 

 

【利用する診療情報】  

患者背景：年齢、性別、身長、体重、原疾患名、移植時病期、移植前 performance status、

移植前のビンカアルカロイド系抗がん剤とネララビンの使用の有無とその

使用量 

移植情報：移植前処置、GVHD予防薬、移植日、移植細胞の種類、移植細胞数、好中球生

着日、pre-engraftment immune reactions（PIR：移植後早期の生着前

免疫反応）および graft-versus-host disease（GVHD：移植片対宿主病）

の有無、ステージ、グレード、治療内容 

非感染性炎症性神経合併症：診断日、症状と臨床経過、治療内容、寛解の有無と寛解日、

転帰 

身体所見：体温、血圧、脈拍、自覚症状、他覚症状 

血液検査：血算、生化学、凝固 

画像検査：胸部 X線、CT、腹部超音波、脳および脊髄 MRI、電気生理学的検査  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院血液内科 谷口 修一  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

 本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

 本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

 また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には

研究対象といたしませんので、2019 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院血液内科 髙木伸介  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者

にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日の間に、胸やけやつかえ感などの上部消化管

症状を原因検査のために上部消化管内視鏡検査と食道内圧検査を虎の門病院で受けられた

方 

 

【研究課題名】 上部消化管症状を有する患者における食道運動機能の検討 

 

【単独／共同研究の別】虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】 虎の門病院消化器内科部長 菊池 大輔 

 

【研究の目的・背景】 各種検査で明らかな異常を認めないにも関わらず、胸やけやつかえ

感などの上部消化管症状が治らない患者さんの中には、食道運動機能異常が原因である場

合があります。本研究の目的は、上部消化管症状と食道運動機能の関連を明らかにすること

です。 

 

【利用するカルテ情報】 

① 問診（年齢、性別、身長、体重、既往歴、内服薬、嗜好歴、胸やけやつかえなどの自覚

症状の有無、Fスケール問診票） 

② 上部消化管内視鏡検査 

③ 食道内圧検査 

④ 食道造影検査 

 

【研究実施期間】 病院長承認日 ～ 2022 年 3 月 31日  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わ



る記録・資料は、虎の門病院消化器内科 菊池 大輔の責任のもと、研究終了後 5 年間保

存し廃棄いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、20２１年 2月２８日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 落合頼業  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2012年 12月 1日 ～ 2017年 4月 30日の間に、虎の門病院にて表在咽頭癌に

対して内視鏡的腫瘍切除術が行われた方 

 

【研究課題名】 

咽頭癌局所切除における発声・嚥下機能に与える影響 

 

【研究の目的・背景】 

目的：表在咽頭癌の内視鏡的切除術が発声・嚥下機能に及ぼす影響を検証することです 

 

背景： 近年、表在咽頭癌に対しては内視鏡などを用いた局所切除術が行われるように

なってきています。いままでは、咽頭癌に対する治療は抗がん剤や放射線治療、喉頭摘

出術など侵襲を伴うものが多かったのに比べ、内視鏡を用いた局所切除は侵襲性が低い

利点があります。しかしながら局所切除術の発声・嚥下機能などに及ぼす影響は確立さ

れていません。 

 

【研究のために診療情報を解析する期間】 

2017年 8月 18日 ～20２1年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術

雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院消化器内科飯塚敏郎のもとに研究終了後

5年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき



ない形で破棄します。 

 

【利用する診療情報】  

性別、年齢、喫煙歴、飲酒歴、癌の臨床病理学的特徴（大きさ、発生部位、肉眼型、深達

度、組織型など）、CT画像データ、薬歴、看護記録などの診療録です。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 消化器内科 部長 飯塚敏郎 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 部長 飯塚敏郎 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院に限ります 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記の相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年９月 3０日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療などの病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 田中匡実 

電話 03-3588-1111（代表） 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者

にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を使

ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2005 年 4月 1 日から 2017 年 6月 30 日の間に、 早期胃癌,

胃腺腫のために虎の門病院消化器内科に入院・通院し、胃 ESD を受けられた方 

 

【研究課題名】  

DOAC（direct oral anticoagulant）と胃 ESD（endoscopic submucosal dissection）

後出血の検討 

 ＊「DOAC」とは Direct Oral AntiCoagulants を略したもので、薬剤として,ダビガトラ

ン（プラザキサ®）, リバーロキサバン（イグザレルト®）, アピキサバン（エリキュース

®）, エドキサバン（リクシアナ®）があります. 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

ESD 後出血の発症に DOAC が影響するかを調べることで、抗凝固薬内服患者の ESD の

安全性を明らかにする。 

 

《研究に至る背景》 

抗凝固薬内服患者は,血栓塞栓症のハイリスク症例のため, 消化器内視鏡診ガイドライ

ンでは,原則,warfarinは休薬しヘパリン置換したうえで,ESDなど出血リスクの高い内視鏡

治療を行うことを推奨しています.しかしながら,当院の検討では,後出血率は,抗血栓薬を

内服していない患者が 6％に対し,ヘパリン置換例は,30％であり高率であり,入院期間も長

く,2％において血栓塞栓症が生じていました.（Furuhata.T,Gastric cancer  2017 

20(1):207-214）.近年,新規抗凝固薬である DOACが登場したことで,これらの問題が改善さ

れることを期待されています.しかしながら,十分な検討がなされておらず,明確な

evidenceがありません 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 11月 17日～2021 年 12月 31日  

 



 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院消化器内科部長 布袋屋 修のもと病院長

承認日から 2021 年 12 月 31 日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる

記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名,後出血の有無,年齢,性別,基礎疾患,病理組織診,抗血栓薬の有無, 

薬剤名,病変サイズ,部位,輸血,Hb低下量 

 

【研究代表者】  

所属している施設名 虎の門病院 診療科名 消化器内科 氏名 古畑 司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

診療科名 消化器内科  氏名 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2017 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 氏名 古畑 司 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

西暦 2008 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までの間に、食道癌のために虎の門病

院消化器外科に入院・通院し、治癒切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

食道癌切除症例における血清p53抗体の臨床病理学的意義に関する多施設後ろ向き解析研

究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

・食道癌治療における腫瘍マーカーを指標とした診療についてより客観的な意義を明ら

かにすることを目的とします。 

・食道癌診療ガイドラインにおける腫瘍マーカーに関する記載をより正確にすることを

目的とします。  

・治療前の腫瘍マーカー値から治療効果や予後の予測が可能であれば診療上有用性が高

いと考えられます。 

 

《研究に至る背景》 

 食道癌における腫瘍マーカーとしてはSCC抗原, CEA, p53抗体の3種類が保険収載

されており、臨床現場ではCYFRA21-1も含めた4種類の腫瘍マーカーが使用されて

います。しかし、いずれも研究が不十分であり、その有効性・意義は不明確です。特に、

2007年に保険収載されたp53抗体については、測定している施設が限定的であるため、

実際の利用方法についてはガイドラインレベルでの一致した見解がありません。そこで、

1,000例以上の規模の症例数で、食道癌における腫瘍マーカーの臨床病理学的意義を

検討し、将来の診療ガイドラインにおける参考資料とすることを目的として本研究を計

画しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 12月 11日 ～  2022 年 3 月 31日 

 



 

 

2017.8 

 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了後 5 年間、

または最終公表日について報告された日から 3 年のいずれか遅い日まで保管いたします。

保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、東邦大学医学部外科学講座 一般・消化器外科学分野へ郵送

あるいは電子ファイルで提供いたします。 

データの送付にあたっては、送付する情報にパスワードを付与した上で CD-Rなどに保存し

書留等で郵送し、パスワードは別途メール等にて送付いたします。 

 

【利用する診療情報】  

患者さんに、ご協力いただくのは病気の進行状況、併存疾患、治療内容、その後の経過に

関して診療録情報を元に調査させていただき解析に利用させていただきます。新たな検

査・治療は一切発生いたしません。 

 

【研究代表者】  

東邦大学医学部外科学講座一般・消化器外科学分野 

住所 ：143-8541 東京都大田区大森西6-11-1  

研究責任者 ：教授島田英昭 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 上部消化器外科 部長 宇田川 晴司 

 

  



 

 

2017.8 

 

【利用する者の範囲】 

（研究参加施設） 

日本食道学会認定施設より参加施設を募り登録された下記 15施設 

東北大学大学院 

東京大学大学院医学系研究科 

虎の門病院 

東京医科歯科大学 

東京女子医科大学消化器外科 

がん研有明病院 

国立国際医療研究センター 

埼玉県立がんセンター 

千葉大学大学院医学研究院 

千葉県がんセンター 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

静岡県立静岡がんセンター 

名古屋市立大学 

熊本大学大学院 

東邦大学医学部外科学講座（大森） 

      

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年 8 月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 上部消化器外科 大倉 遊    

電話  03-3588-1111 (代表)    

メール yu.ohkura107@gmail.com 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院耳鼻咽喉科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２０１１年１月１日 ～２０２４年１月３１日の間 に、 急性高度

感音難聴（突発性難聴、急性低音障害型感音難聴、外リンパ瘻、自己免疫性難聴、ムンプス

難聴、騒音性難聴、音響外傷、薬剤性難聴）および、慢性高度難聴（遺伝性難聴、特発性難

聴、症候群性難聴、外耳・中耳・内耳奇形、耳硬化症、サイトメガロ難聴、メニエール病）、

指定難病である若年発症型両側性感音難聴、ミトコンドリア病、Usher 症候群、遅発性内

リンパ水腫 のために虎の門病院耳鼻咽喉科に入院・通院し、 治療・処置 を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

難治性聴覚障害に関する調査研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

難聴は音声言語コミュニケーションの際に大きな障害となるため、日常生活や社会生活の

質（QOL）の低下を引き起こし、長期に渡って生活面に支障を来たすため、診断法・治療

法の開発が期待されている重要な疾患のひとつです。 

しかしながら、難聴という同一の臨床的症状を呈する疾患には、多くの疾患が混在している

状況であるため、本邦における患者実態に関しては明確になっていません。このように、複

数の疾患が混在した状況にある原因の一つに、各々の疾患としては罹患者数が少なく希少

であるために、大規模集団を用いた解析が行われておらず、実態把握が進んでいないという

問題点がありました。本研究では、各々の疾患の臨床像および治療実態の把握を行う事を目

的に、臨床情報データベース(症例登録レジストリ)を構築し、全国から臨床情報を収集する

とともに、治療効果および介入法の検討を行い、客観的な診断基準および科学的エビデンス

に基づいた診療ガイドラインの作成を目的としています。 

《研究に至る背景》 

聴覚・平衡機能系分野における難治性疾患としては、突発性難聴、急性低音障害型感音難聴、

外リンパ瘻、自己免疫性難聴、薬剤性難聴、騒音性難聴、音響外傷、ムンプス難聴、遺伝性

難聴、両側性特発性感音難聴、症候群性難聴、外耳・中耳・内耳奇形、耳硬化症、先天性サ

イトメガロウイルス（CMV）感染症、メニエール病、指定難病である若年発症型両側性感
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音難聴、ミトコンドリア病、Usher 症候群、遅発性内リンパ水腫による難聴などが挙げら

れ、従来から厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班を中心として調査および研究が推進

されてきました。これらは希少疾患であることから症例の集積および高いエビデンスレベ

ルの研究が困難であるため、臨床像・治療実態の把握については単一の施設では不十分であ

り、地域によるバイアスを回避するため全国多施設共同研究が望まれてきました。そこで信

州大学耳鼻咽喉科 宇佐美真一教授を研究代表者とした「難治性聴覚障害に関する調査研

究班」が発足しました。 

本研究は厚生労働科学研究で行われます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 4月 20日 ～  ２０２４年３月４日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 信州大学耳鼻咽喉科学、宇佐美真一教授 のもと論文

などの成果発表後 10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 信州大学耳鼻咽喉科 宇佐美真一教授 へ ＣＤに保存し

書留郵便で送付し で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、検査データ、診療記録、心電図、MRI 画像データ、CTデータ、薬歴、看護記録

など  

 

【研究代表者】  

信州大学 ・ 耳鼻咽喉科学 ・ 宇佐美真一  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

耳鼻咽喉科 ・ 武田英彦  

 



 

 

2017.8 

 

 

【利用する者の範囲】 

厚生労働科学研究、研究代表者 

信州大学 ・ 耳鼻咽喉科学 ・ 宇佐美真一  

 

共同研究機関の名称及び研究責任者氏名 

旭川医科大学医学部耳鼻咽喉科 片田 彰博 

北海道大学医学部耳鼻咽喉科 森田 真也 

札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科 新谷 朋子 

弘前大学医学部耳鼻咽喉科  松原 篤  

岩手医科大学医学部耳鼻咽喉科  佐藤 宏昭 

秋田大学医学部耳鼻咽喉科    山田 武千代 

大曲医療センター耳鼻咽喉科 佐藤 輝幸 

山形大学医学部耳鼻咽喉科    欠畑 誠治 

東北大学医学部耳鼻咽喉科 香取 幸夫 

福島県立医科大学耳鼻咽喉科 大槻 好史 

福島県立医科大学会津医療センター  小川 洋  

筑波大学医学部耳鼻咽喉科  和田 哲郎 

国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科 野口 佳裕 

国立障害者リハビリテーションセンター 石川浩太郎 

埼玉医科大学医学部耳鼻咽喉科  池園 哲郎 

虎の門病院耳鼻咽喉科  武田 英彦 

東京医療センター感覚器センター 加我 君孝 

東京医科大学耳鼻咽喉科  白井 杏湖 

慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科 小川 郁  

東京大学医学部耳鼻咽喉科 山岨 達也 

国際医療福祉大学三田病院 岩崎 聡 

北里大学保健医療学部  佐野 肇  

東海大学医学部耳鼻咽喉科 大上 麻由里 

横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科 荒井 康裕 

横浜市立大学市民医療センター 佐久間 直子 

群馬大学医学部耳鼻咽喉科 近松 一朗 

信州大学医学部眼科  村田 敏規 

富山大学医学部耳鼻咽喉科    將積 日出夫 

浜松医科大学耳鼻咽喉科  中西 啓 

名古屋大学医学部耳鼻咽喉科 曾根 三千彦 

あいち小児保健医療総合センター 江崎 友子 

三重大学医学部耳鼻咽喉科 竹内 万彦 
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滋賀医科大学耳鼻咽喉科  中山 潤  

京都大学医学部耳鼻咽喉科 岡野 高之 

国立病院機構大阪医療センター 西村 洋 

大阪大学医学部耳鼻咽喉科 太田 有美 

神戸市立医療センター中央市民病院 内藤 泰  

岡山大学医学部耳鼻咽喉科 西崎 和則 

広島大学医学部耳鼻咽喉科 石野 岳志 

広島県立広島病院耳鼻咽喉科 益田 慎  

山口大学医学部耳鼻咽喉科 山下 裕司 

愛媛大学医学部耳鼻咽喉科  羽藤 直人 

九州大学医学部耳鼻咽喉科 中川 尚志 

長崎大学医学部耳鼻咽喉科 高橋 晴雄 

神田 Entクリニック  神田 幸彦 

宮崎大学医学部耳鼻咽喉科 東野 哲也 

鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科 宮之原 郁代 

琉球大学医学部耳鼻咽喉科 鈴木 幹男 

 

       

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０2４年２月２８日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    耳鼻咽喉科 武田英彦  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

  

虎の門病院循環器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：病院長承認日～2026 年 3 月 31 日の間 に、不整脈のために虎の

門病院循環器センター内科に入院・通院し、カテーテルアブレーション治療を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

「カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-AB レジストリ）」 

（多施設共同研究）  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

日本におけるカテーテルアブレーションの現状（施設数、術者数、疾患分類、合併症割合

等）を把握することにより、カテーテルアブレーションの不整脈診療における有効性・有

益性・安全性およびリスクを明らかにし、さらに質の高い医療を目指すことを目的としま

す。 

《研究に至る背景》 

本邦において、頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーション治療は増加の一途を

たっております。治療方法の発展に伴ってほぼすべての頻脈性不整脈が治療対象となり、

いまや全国２００を超える施設において日々の診療として行われています。ここまで発展

してきたアブレーション治療ですが、実際の治療方法や結果に関する情報は一部の施設か

らの報告に限られており、日本全体での現状が把握されておらず、学会主体で今回の研究

を行うことになりました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 5月 7 日 ～2030 年 3月 31 日    

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は  

研究管理者所属施設名 

国立循環器病研究センター 

 日本不整脈心電学会 J-AB レジストリ事務局 

 〒565-8565 大阪府吹田市藤白台 5-7-1   

  TEL: 06-6833-5012 

責任者名 

草野 研吾 

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 国立循環器病研究センター 日本不整脈心電学会 J-AB レ

ジストリ事務局へインターネット経由で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療録、看護記録、薬歴、X 線等フィルム 

【研究代表者】  

山根禎一 東京慈恵会医科大学 循環器内科 

平尾見三 東京医科歯科大学 循環制御内科学 

草野研吾 国立循環器病研究センター 心臓血管内科不整脈科  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

循環器センター内科 三谷 治夫 

【利用する者の範囲】 

国立循環器病研究センター 

 日本不整脈心電学会 J-AB レジストリ事務局（http://j-ab.ncvc.go.jp/） 

 〒565-8565 大阪府吹田市藤白台 5-7-1   

  TEL: 06-6833-5012 

責任者名 

草野 研吾 

利用する者全体に関する属性 日本不整脈心電学会（http://new.jhrs.or.jp/） 

      

 

http://j-ab.ncvc.go.jp/
http://new.jhrs.or.jp/


 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 術後半年までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター内科 西山 信大、三谷 治夫 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１１年１１月１日 ～ ２０１７年１０月３１日の間 に、 

胃癌のために虎の門病院消化器外科に入院・通院し、 胃癌根治術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

細分化した胃幽門下リンパ領域（#6a、#6i、#6v）の郭清意義の長期予後からみた検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

胃幽門下リンパ領域を細分化（#6a、#6i、#6v）することで、各領域の郭清効果の検討を

行い、病変の部位と深達度から見た適切な郭清範囲の検討を行い、さらなる安全な手術に

つなげることを目的としています。 

《研究に至る背景》 

 胃癌の幽門下リンパ領域は複雑な構造をしており、手術リスクの高い部位となっていま

す。この部位を 3領域に細分化するという考え方を私たちは 2011年ころから提唱し、それ

が広く受け入れられたことから 2017年の胃癌取扱い規約でこの領域を細分化した分類法が

掲載されました。しかし、それぞれの領域のリンパ節郭清（胃癌の転移するリスクのある

リンパ節を遺残なく切除すること）の意義は明らかとなっていません。この研究を通じて、

その意義を明らかとし、手術の安全性を高めていきたいと考えています。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 4月 4日 ～  2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 本研究の個人情報管理責任者の虎の門病院消化器外
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科の春田周宇介 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関

わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 評価項目は、性別、年齢、術式、郭清度、病理深達度、リンパ節転移度、脈

管侵襲、ステージ、手術根治度、術後再発の有無、時期、薬歴、看護記録

などの項目についてカルテ情報を収集する。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院消化器外科部長 上野正紀  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器外科部長 上野正紀   

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年３月３１日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科 ・ 春田周宇介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1997年 4月～2017年 9月までに、早期大腸癌のために虎の門

病院に入院・通院し、内視鏡切除または手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

人工知能とデータ大循環によって実現する、大腸内視鏡診療の革新的転換 

「転移/再発予測ソフトウェア」 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

内視鏡治療後の外科手術が必要か否かの判断をサポートする人工知能モデルを作成します。 

《研究に至る背景》 

現行の大腸癌治療ガイドラインでは、内視鏡治療された早期大腸癌のうちリンパ節転移の

リスクを認めるものは、追加で外科手術を推奨しています。しかしガイドライン通り手術を

行っても実際にリンパ節転移している例は全体の 10%で、残りの 90%はリンパ節転移を

認めず、結果的に必要の無かった手術となってしまいます。しかしそれを術前に正確に予測

することは極めて困難です。この“結果的に必要の無かった手術”を少なくするために

SVM(support vector machine)と呼ばれる人工知能を用いて、これまでに早期大腸癌の

ために手術を受けた患者さんの様々な情報を学習させ、リンパ節転移の有無を予測できる

モデルを作成することを目指します。 

本研究はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の研究費を元に施行されます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 5月 25日 ～  2022年 3月３1日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は昭和大学横浜市北部病院  消化器センター         

工藤進英のもと当該論文等の発表後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関

わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、昭和大学横浜市北部病院  消化器センター        

へパスワードロックのかかった外付けＨＤＤをハンドキャリーで渡すか、あるいはセキュ

リティが確保されたセキュアストレージシステムを介して提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録(内視鏡所見、病理所見、血液検査含む)  

 

【研究代表者】  

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 工藤進英 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

研究責任者 消化器内科 布袋屋修 

研究代表者 消化器内科 山下聡 

 

【利用する者の範囲】 

名古屋大学大学院情報科学研究科    森  健策 

サイバネットシステム株式会社    華原 革夫 

国立がん研究センター中央病院 検診センター       松田 尚久 

大腸肛門病センター高野病院               山田 一隆 

東京医科歯科大学 光学医療診療部   大塚 和朗 

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科   堀田 欣一 

がん研究会有明病院 下部消化管内科   斎藤 彰一 

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター   森  悠一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、
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開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０20 年２月２８日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 山下 聡  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011年 6月 1日 ～ 2017年 12月 31日の間に、虎の門病院で胃癌に対して内

視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）が行われた方 

 

【研究課題名】 

Helicobacter pylori 未感染胃癌の臨床病理学的特徴 

 

【研究の目的・背景】 

目的：Helicobacter pylori 未感染胃癌の臨床病理学的特徴に関して明らかにすること 

 

背景：現在、胃癌のほとんど全てが Helicobacter pylori 感染によるものであることが

わかっています。その一方で、Helicobacter pylori 未感染の胃にも胃癌が稀に発生する

ことがわかっていますが、その詳細に関しては頻度が少ないため詳しくわかっていない

ことが多く、十分な検討がなされていません。 

 

【研究のために診療情報を解析する期間】 

2018年 3月 22日 ～2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術

雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は保管管理者である虎の門病院消化器内科医員田中匡

実のもと研究終了後 5年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で破棄します。 



 

【利用する診療情報】  

性別、年齢、喫煙歴、飲酒歴、癌の臨床病理学的特徴（大きさ、発生部位、肉眼型、深達

度、組織型など）、CT画像データ、薬歴、看護記録などの診療録情報を使用します。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 消化器内科 布袋屋修 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 布袋屋修 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院のみに限ります 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問やお問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につい

ての開示または訂正のご希望がある場合には、下記の相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 8月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療などの病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 田中匡実 

電話 03-3588-1111（代表） 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者

にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日の間に、胸やけやつかえ感などの上部消化管

症状を原因検査のために上部消化管内視鏡検査と食道内圧検査を虎の門病院で受けられた

方 

 

【研究課題名】 上部消化管症状を有する患者における食道運動機能の検討 

 

【単独／共同研究の別】虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】 虎の門病院消化器内科部長 菊池 大輔 

 

【研究の目的・背景】 各種検査で明らかな異常を認めないにも関わらず、胸やけやつかえ

感などの上部消化管症状が治らない患者さんの中には、食道運動機能異常が原因である場

合があります。本研究の目的は、上部消化管症状と食道運動機能の関連を明らかにすること

です。 

 

【利用するカルテ情報】 

① 問診（年齢、性別、身長、体重、既往歴、内服薬、嗜好歴、胸やけやつかえなどの自覚

症状の有無、Fスケール問診票） 

② 上部消化管内視鏡検査 

③ 食道内圧検査 

④ 食道造影検査 

 

【研究実施期間】 病院長承認日 ～ 2022 年 3 月 31日  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わ



る記録・資料は、虎の門病院消化器内科 菊池 大輔の責任のもと、研究終了後 5 年間保

存し廃棄いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、20２１年 2月２８日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 落合頼業  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 4 月から 201８年１２月の間に虎の門病院に入院し、胃内視鏡的粘膜下層

剥離術(Endoscopic Submucosal Dissection; 以下 ESD)を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

当院における 80歳以上の高齢患者に対する胃内視鏡的粘膜下層剥離術の治療成績の検討 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】  

虎の門病院・消化器内科・布袋屋 修 

 

【研究の目的】  

この研究の目的は当院における高齢患者さんに対する胃内視鏡治療（ESD）の短期治療成

績および長期予後を検討することで、その安全性と妥当性を評価することです。 

 

【研究の背景】  

この研究を行う背景としましては、ご高齢の患者さんが増えている中で、どのような患者さ

んに胃の内視鏡治療を行うことが最も適切なのかを調べる必要があるからです。 

 

【利用するカルテ情報】 

年齢、性別、内服薬、ESD 短期成績（切除長径、腫瘍長径、治療時間、一括切除率、R0切

除率、後出血率、穿孔率、ESD 後長期予後（ESD 後の生存率、再発率、死因） 

 

【研究実施期間】 2019 年 3月 27 日 ～ 20２1 年３月３1 日 



 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。情報につきまして

は厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で

使用いたします。また、本研究に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。

研究終了後は情報の破棄を行います。 

記録・資料の保管責任者 虎の門病院消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、201９年１１月３0日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 野村浩介 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2012年 4月 1日 ～ 2017年 12月 31日の間に、膵疾患、膵腫瘍のために虎の門病

院消化器外科に入院・通院し、膵切除術を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

「3D手術シミュレーションソフトを用いた膵容量測定に基づく膵手術後の内・外分泌

能の変化、および術式に関する検討」 

 

【研究の目的・背景】   

《 目的 》膵切除症例を対象として、3次元(3D)手術シミュレーションソフトで測定

した切除後の残膵容量と、術後の膵分泌能(とくに耐糖能)、術後経過を後ろ向きに評価

することで、耐糖能を十分温存できるような、適切な膵切除範囲(術式)について検討し

ます。 

《 研究に至る背景 》 

3次元(3D)手術シミュレーションソフトはこれまで肝臓手術時の肝容量測定におけ

る有用性を示してきましたが、同ソフトを用いることで膵切除後の残膵容量も正確に測

定することができます。膵臓手術の術前に、膵切除量に応じた耐糖能変化(糖尿病

の程度変化等)をある程度予測できるようになれば、術後の治療に役立つうえ、 

良性疾患については膵臓をなるべく温存する術式を選択することが出来るよう

になります。膵臓の病態ごとに、どの程度残膵を残せば残膵機能が保たれるか

という基準を確立させ、適切な切除範囲(術式)を検討していきます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 5月 25日 ～ 2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

 虎の門病院単独研究 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は消化器外科 橋本雅司のもと研究終了後 5 年間保管い

たします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄し

ます。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報が虎の門病院外へ提供されることはありません。 

 

【利用する診療情報】  

膵切除術前の CT画像、年齢・性別・膵腫瘍診断日・膵切除日・再発診断日・術前、後

治療の有無とその内容・生化学検査結果・腫瘍マーカー推移・手術時間・出血量・輸血

の有無・切除術式・術後合併症の有無などの手術に関する情報、病理腫瘍径・脈管浸潤

の有無・切除断端評価などの病理情報 

 

【研究代表者】  

虎の門病院消化器外科 橋本雅司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器外科 橋本雅司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年 3月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科  
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研究担当者 消化器外科 ・ 橋本雅司、小林祐太 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2002 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 3 月 31 日の間に、造血器疾患のために虎の門病院血

液内科に入院・通院し、臍帯血移植を受けられた方 

 

【研究課題名】 

臍帯血移植における生着と移植細胞数についての検討 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

臍帯血に含まれる造血幹細胞数を反映するとされるＣＤ３４陽性細胞数が、臍帯血移植後

の生着に与える影響を明らかにすることを目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

従来、臍帯血移植の問題は生着不全にあるとされてきました。近年、様々な移植方法の改

良により克服されつつありますが、移植細胞数を十分に得られない症例においては移植後

の生着不全は未だに懸念事項となります。移植細胞数は生着率を左右する重要な因子です

が、ＣＤ３４陽性細胞数が生着率とよく相関することが国内外から報告されています。生

着に必要とされるＣＤ３４陽性細胞数には一定の基準が提唱されていますが、その下限が

どの程度か検討した報告はほとんどありません。このことから、本研究ではこの点に着目

して解析を行います。これらの情報は臍帯血を選定する際の重要な指針となり、今後の移

植医療の発展のためにも意義深いと考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 7月 25 日 ～ 2022 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ



 

 

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院・血液内科・谷口 修一のもと研究成果発

表後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・髙木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 



②虎の門病院 情報用 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013 年 4 月 1 日 ～ 2018 年 6 月 30 日の間に、造血器疾患のために虎の門病院血

液内科に入院・通院し、同種造血細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】 

急性骨髄性白血病に対する同種造血細胞移植後の臨床経過と白血病幹細胞についての検討 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

急性骨髄性白血病病における白血病幹細胞を反映するとされる CD34 陽性 CD38 陰性細

胞の数や割合が、同種造血細胞移植後の臨床経過（主に再発）に与える影響を明らかにす

ることを目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

急性骨髄性白血病の再発は治療後の患者さんにとって大きな問題です。近年、再発の原因

の一部は、治療後に残った白血病幹細胞によると考えられています。化学療法後の再発に

は、この白血病幹細胞が影響するということが示されていますが、同種造血細胞移植後の

再発についてはよく分かっていないことが多く、その予防法や治療法を開発する上で重要

な情報となります。このことから、本研究ではこの点に着目して解析を行います。これら

の情報は同種造血細胞移植を行う際、事前に再発の可能性の見積もりを立てたり、それに

対する移植後のマネジメントを検討する際の重要な指針となり、今後の移植医療の発展の

ためにも意義深いと考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 8月 6日 ～ 2022年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

2017.8 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院・血液内科・髙木伸介のもと研究成果発表

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

 

【研究代表者】  

虎の門病院・血液内科・谷口 修一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2018 年 12 月 28 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・髙木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013年 11月 1日 ～ 2016年 10月 31日の間に早期胃がんのために虎の門病院消

化器内科に入院し、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を受けられた方 

 

【研究課題名】  

早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクスコアリングシステムの開発に関

する研究 

 

【研究の目的・背景】   

胃癌は、日本人にとって最も身近な癌腫の一つです。2016 年の日本人の胃癌の死亡数は

男性で 29584人、女性で 15677人であり、それぞれ部位別癌死亡数の第 2位、第 4位

をしめています。また、2013年の統計では胃癌罹患数は男性で90851人、女性で41042

人とそれぞれ部位別癌罹患数の第 1位、第 3位を占めており、男女計の部位別癌罹患数は

第 1 位となっています。このように、日本人にとって胃癌は死亡数、罹患数ともに非常に

多い癌腫です。現在、検診の普及、内視鏡機器の進歩により胃癌は早期で発見される割合

が増加してきています。本邦では胃癌全体のうち 60%を早期胃癌が占めるとされています。 

早期胃癌のうちリンパ節転移のリスクがほぼないと術前に考えられる病変に対しては内視

鏡治療が主に行われています。現状では早期胃がんの内視鏡治療のうち 90%以上を ESD

が占めています。ESD は安全な手技ですが、4-9%の割合で術後の潰瘍部から出血するこ

と、すなわち ESD後出血を発症することが報告されています。 

2012年、「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」が出版され、アスピ

リン・シロスタゾールなどの抗血栓薬を服用継続のまま ESDを施行することが許容される

ようになりました。また、患者さんの高齢化により胃癌 ESD患者さんにおける抗血栓薬の

使用頻度も増加しています。このような背景により、ESD 後出血の発症数が増加する可能

性があり、ESD後出血に対する対応が必要となっています。 

本研究は多施設共同研究であり、多くの早期胃癌 ESD を検討することにより、ESD 後出

血の関連因子を同定し、早期胃癌 ESD後出血リスクを層別化するスコアリングシステムを

開発することを目的としています。 

 

 



 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 9月 21日 ～  2021年 3月  

 

【単独／共同研究の別】 

本研究は東北大学病院消化器内科（研究責任者 小池 智幸）を中心とする多施設共同研

究であり、虎の門病院は共同研究機関となっています。当院を含む共同研究機関は以下の

通りです。 

 

斗南病院  

国立病院機構函館病院  

弘前大学医学部附属病院  

福島県立医科大学附属病院  

筑波大学附属病院  

群馬大学医学部附属病院  

千葉大学医学部附属病院  

東京大学  

国立がん研究センター中央病院  

東京慈恵会医科大学附属病院  

順天堂大学医学部附属順天堂医院  

国立国際医療研究センター国府台病院  

虎の門病院  

がん研有明病院  

静岡県立静岡がんセンター  

石川県立中央病院  

金沢大学附属病院  

福井県立病院  

滋賀医科大学  

大阪大学大学院医学系研究科  

大阪市立大学大学院医学系研究科  

市立豊中病院  

大阪市立総合医療センター  

大阪急性期・総合医療センター  

和歌山県立医科大学  

神戸大学医学部附属病院  

山口大学医学部附属病院  

周東総合病院  

愛媛大学医学部附属病院  

愛媛県立中央病院  



 

 

長崎大学 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は東北大学病院消化器内科（研究責任者 小池 智幸） 

のもと研究終了日から 5 年もしくは結果公表日から 3 年のいずれか遅い日の期間で保管い

たします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄し

ます。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのな

い番号等におきかえたうえで、研究事務局（東北大学病院消化器内科 八田 和久）へ提

供いたします。調査シートはパスワードを付与したＣＤに保存し書留郵便で送付し、パス

ワードは別途メールで送信いたします。 

【利用する診療情報】  

血液検査データ、内視鏡所見データ、病理所見データ、診療記録、薬歴など 

 

【研究代表者】  

東北大学病院 消化器内科 准教授 小池 智幸  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器内科 部長 布袋屋 修  

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関            責任者 

斗南病院               住吉 徹哉  

国立病院機構函館病院        間部 克裕  

弘前大学医学部附属病院       三上 達也  

福島県立医科大学附属病院      引地 拓人  

筑波大学附属病院          溝上 裕士  

群馬大学医学部附属病院       浦岡 俊夫  

千葉大学医学部附属病院       中川 倫夫 

東京大学              藤城 光弘  

国立がん研究センター中央病院    小田 一郎  

東京慈恵会医科大学附属病院     炭山 和毅  

順天堂大学医学部附属順天堂医院   上山 浩也  



 

 

国立国際医療研究センター国府台病院 矢田 智之  

がん研有明病院           由雄 敏之 

静岡県立静岡がんセンター      角嶋 直美  

石川県立中央病院          土山 寿志 

金沢大学附属病院          北村 和哉  

福井県立病院            波佐谷 兼慶  

滋賀医科大学            杉本 光繁 

大阪大学大学院医学系研究科     竹原 徹郎  

大阪市立大学大学院医学系研究科   永見 康明  

市立豊中病院            西田 勉  

大阪市立総合医療センター      根引 浩子  

大阪急性期・総合医療センター    井上 拓也  

和歌山県立医科大学         井口 幹崇  

神戸大学医学部附属病院       森田 圭紀  

山口大学医学部附属病院       西川 潤  

周東総合病院            清時 秀  

愛媛大学医学部附属病院       富田 英臣  

愛媛県立中央病院          壷内 栄治  

長崎大学              大仁田 賢 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019年 3月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 小田切 啓之  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科では、呼吸器内科、臨床腫瘍科、皮膚科から了承を得て以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診

療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2014年 10月 1日～2019年 12月 31日の間に、当院において免疫チェックポイント阻害薬（オプジーボ®（ニ

ボルマブ）、キイトルーダ®（ペンブロリズマブ）、テセントリク®（アテゾリズマブ）、ヤーボイ®（イピリ

ムマブ）、イミフィンジ®（デュルバルマブ）など）の点滴を受けたかた。 

 

【研究課題名】 

免疫チェックポイント阻害薬関連の糖尿病に関する後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】 

（１）目的 

当院における免疫チェックポイント阻害薬使用例における糖尿病の発生状況を後方視的に調査する。 

 

（２）研究に至る背景 

癌免疫療法の一種である免疫チェックポイント阻害薬（Immune Checkpoint Inhibitor : ICI）は様々な癌腫に

対して効果が期待され、最近使用されるようになった抗癌剤ですが、一方でこれまでの抗癌剤に見られない免疫

関連の副作用が発現することがわかってきました。副作用の一つとして、0.3%程度の頻度で激烈な経過をたど

る劇症 1 型糖尿病が発症することがあります。劇症 1 型糖尿病は膵臓に激しい炎症が起こり、血糖値を下げる

ホルモンであるインスリンの分泌が急速に低下することで、血糖値の急激な上昇をきたし、意識障害に至り治療

が遅れると致死的な経過をたどる疾患です。また劇症 1 型糖尿病ほど激烈ではないものの、急速に膵臓のインス

リン分泌が減少し糖尿病にいたる急性 1型糖尿病のような副作用が ICI使用後に発現することも明らかとなって

きました。しかし ICI に関連した糖尿病はその臨床発症様式や臨床経過も不明な点が多いのが現状です。当院に

おいても ICI の使用例が増えており糖尿病をはじめとした内分泌関連の副作用が散見されていますが、その発生

状況や詳細は明確になっていません。本研究はこれまでの当院での ICI 使用例を振り返り、糖尿病の発症状況や

発症例の臨床像を後方視的に調査することで、ICI 関連の内分泌系副作用の病態解明の一助になることを目指し

たいと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析・研究する期間】 

2018年11月2日～20２１年３月31日 

 

【単独／共同研究の別】虎の門病院の単独研究 

 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては、特定の個人を識別することができないように個人との



関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような

形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院内分泌代謝科、森保道のもとで本研究の中止または終了後少なく

とも5年間あるいは研究結果発表後3年が経過した日までの間のどちらか遅い期日まで保存する。保管期間終了

後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

提供しない 

 

【利用する診療情報】 

診療情報：検査データ、診療記録、看護記録、薬歴、画像検査 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院本院 内分泌代謝科 部長 森保道 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方、は個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開示または訂正のご

希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

またご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象としま

せんので、2020年3月３１日までの間に下記の相談窓口までお申出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

医療機関名 虎の門病院 

診療科 内分泌代謝科 糖尿病代謝部門 

試験責任医師 部長 森 保道 

連絡先 03-3588-1111 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター、虎の門病院集中治療科・循環器センター内科・高齢

者総合診療部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得ら

れた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や家族がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家族の診

療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2008年 1月 1日 ～ 201８年１２月３１日の間 に、虎の門

病院付属 健康管理センターで健康診断を受けた方 

 

【研究課題名】   

高齢者の健康状態の検討と、心血管疾患リスク因子を明らかにする研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》健常な高齢者の血液検査を含めた評価と、骨折のリスクとされる骨密度低下や、

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの心血管リスク因子に何が関係しているかを、尿酸を含

めた検討で明らかにします。 

  

《研究に至る背景》 

  我が国では、年々高齢者の割合が増えています。高齢者の定義についても、日本老年

医学会から、７５歳以上が望ましいとの提言も出されています。しかしながら、健常な高

齢者の評価や、経年的な変化についての検討はまだ不足しています。また、高血圧、糖尿

病、脂質異常症などの心血管リスク因子に何が関係しているかについても、まだ不明な点

が多いのが現状です。本研究は、虎の門病院付属健康管理センターでの１０年間の健康診

断データを用いることで、経年的な高齢者の栄養状態を含めた正常値の変化について検討

を行い、また、骨折のリスクとされる骨密度低下や心血管リスク因子に何が関係している

かを、尿酸を含めた検討で明らかにします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 2月 18日 ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センターと虎の門病院との共同研究 

 

 



 

 

2017.8 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院集中治療科・循環器センター内科・高齢

者総合診療部、桑原政成 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  検査データ、診療記録、心電図、現病歴、既往歴、薬歴、など健康診断で

調査可能な項目  

 

【診療情報を虎の門病院付属健康管理センター外へ提供する場合】 

特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえ

で、虎の門病院に匿名化した情報のみを CDデータとして提供します。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 桑原 政成 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 桑原 政成 

 

【虎の門病院付属健康管理センターにおける研究責任者】 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

 

【利用する者の範囲】 

①国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 医長 桑原 政成 

②虎の門病院付属健康管理センター 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 
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【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身や家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身や家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

には研究対象といたしませんので、 ２０１９年４月３０日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 医長 桑原 政成 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

電話 03-3588-1111(代表) 03-3560-7777(健康管理センター) 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０２１年６月３０日の間に、転移性

肝癌のために虎の門病院消化器外科に入院・通院し、化学療法を受けられた方 

 

【研究課題名】  

大腸癌全身化学療法に伴う肝容積・肝予備能の変化に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

転移性肝癌の治療のために行われる化学療法が肝臓に与える影響を明らかにし、安全な治

療方法の確立を目指した検討を行います。 

 

《研究に至る背景》 

転移性肝癌に対する化学療法が一定の割合で肝萎縮や肝機能低下をもたらす可能性が近年

報告されていますが（Tani K, et al. J Gastrointest Surg）、実臨床におけるその実態や

治療への影響は明らかとなっていないため、より安全な治療の確立を目的に上記検討を行

います。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 8 月 28 日 ～  ２０２１年１２月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院消化器外科 橋本雅司のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形



 

 

で廃棄します。 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、身長、体重、ASA スコア、既往症、化学療法中の血液データ、肝機能検査（ICG15

分値）、化学療法レジメン、投与量、サイクル数、副作用の有無、腫瘍数、腫瘍径、化学

療法前後での肝容積。手術症例においては病理組織学的所見、背景肝障害の程度、術式、

手術時間、出血量、術後合併症を調査項目に含む。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

虎の門病院 消化器外科 進藤 潤一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 10 月３1 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 

消化器外科 橋本 雅司 

電話 ０３－３５８８－１１１１ (代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010年 4月１日 ～ 2019年 7月３１日の間に、下部進行直腸

癌のために虎の門病院消化器外科に入院・通院し、術前放射線化学療法後に根治切除手術

を受けられた方 

 

【研究課題名】  

下部進行直腸癌に対する術前放射線化学療法施行症例における病理学的側方リンパ節転移

症例の検討 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

術前放射線化学療法後に手術を行った下部進行直腸癌症例における側方リンパ節転移の

意義を明らかにすることを目的としています。 

《研究に至る背景》 

 下部進行直腸癌に対する日本の標準治療は直腸切除+側方郭清(骨盤壁の内腸骨血管に沿う

リンパ節を切除する事)であり、術前放射線化学療法は一般的には行われていません。一方欧

米では、術前放射線化学療法+直腸切除が標準治療とされており側方郭清は行われていませ

ん。以上のように下部進行直腸癌の治療において、術前治療と側方郭清の二点で日本と欧米

には違いがあります。 

近年、術前放射線化学療法後の局所再発の多くは側方リンパ節転移であるという報告があ

り、術前画像で側方転移が疑われる場合には術前放射線化学療法だけでは不十分であり、側

方郭清を行うことによって成績の改善が期待できると考えています。しかしながら、海外で

は側方郭清がほとんど行われていないため、術前放射線化学療法施行症例における側方リン

パ節転移のデータはほとんどありません。 

がん研有明病院および虎の門病院では術前画像で側方リンパ節長径7mmを基準として、

選択的に側方郭清を行う術前放射線化学療法併用 選択的側方郭清を行っています。側方転

移に対して同様のアプローチ、質で治療しているこれら2つの専門病院の側方転移のデータ

を統合すると世界最大のデータとなり、そのデータを世界に発信することは非常に意義が大

きく、側方転移に対する側方郭清の意義を検証する上で非常に貴重なデータになると考えら

れます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  



 

 

2017.8 

 

2018年 9月 13日 ～  202２年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料はがん研有明病院 消化器外科医長 秋吉高志のもと研究の

終了について報告された日から5年を経過した日又は研究結果の最終の公表について報告さ

れた日から3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間保管いたします。虎の門病院にお

いては、消化器外科医長 戸田重夫のもと研究終了後5年間保管いたします。本研究に関す

る記録・資料は、保管期間終了後、個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、パスワードをかけたファイルを作成して CD-R に記録し、が

ん研有明病院へ郵送で提供いたします。なお、パスワードは別途メールで提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：臨床所見、血液所見、病理学的所見、治療、画像診断結果、短期・長期予後 

 

【研究代表者】  

がん研有明病院 消化器外科 秋吉 高志 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 戸田 重夫 

 

【利用する者の範囲】 

主研究施設 がん研有明病院 

  研究責任者 消化器外科  医長  秋吉 高志        

   研究分担者 消化器外科 副部長  上野 雅資 

             消化器外科 部長  福長 洋介 

  

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 
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【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 20２０年３月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 戸田 重夫  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010 年 4 月 1 日 ～ 2017 年 3 月 31 日の間 に、 下部

進行直腸癌 のために虎の門病院消化器外科に入院・通院し、 術前化学放射線療法後に

根治手術 を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 「術前化学放射線療法後に根治的手術を施行した下部進行直腸癌に関する日韓共同研究」 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 本研究の目的は、術前化学放射線療法後に根治的手術を施行した下部進行直腸癌に関する

治療方針や成績を日本（京都大学医学部付属病院消化管外科、虎の門病院消化器外科）お

よび韓国（啓明大学外科、慶北大学外科)の 4 施設で共同研究を行い、日韓における下部進

行直腸癌診療を体系的に把握し、その予後について検討するとともに最適な術式選択や術

後の補助治療を模索することです。 

《研究に至る背景》 

下部進行直腸癌に対する国際的な標準治療は現状では存在しておらず、その治療方法は日

本と欧米では大きく異なります。骨盤内再発リスクを抑えるために、日本では、直腸間膜

全切除に加え、側方リンパ節郭清が標準治療とされてきました。これに対し欧米では、術

前化学放射線療法後に直腸間膜全切除を行うことが標準治療とされてきました。いずれの

治療方法においても直腸癌治療の成績はいまだ十分とはいえず、さらに手術合併症の高さ

や術後の生活の質の低下も直腸癌治療の課題です。近年、日本でも局所制御や腫瘍縮小に

よる肛門温存を期待して、術前化学放射線療法を行う施設が増えつつあり、また欧米式の

治療がなされている韓国においても日本で行われているような側方リンパ節郭清が導入さ

れるなど、さらなる治療成績の向上を求めて下部進行直腸癌診療は発展を遂げています。 

以上のような背景から本研究において、術前化学放射線療法後に根治的手術を受けた下部

進行直腸癌を対象として、その治療適応や成績を日本、韓国のデータを用いて検討するこ

ととしました。 

 

 



 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 11月 16日 ～  2023 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

日本（京都大学医学部付属病院消化管外科、虎の門病院消化器外科）および 

韓国（啓明大学外科、慶北大学外科)の 4 施設での多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 京都大学 消化管外科 坂井義治 のもと研究終了

後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、データセンター（京都大学 消化管外科医局）へ、パスワー

ドを付与した上で、ＣＤに保存し書留郵便で送付します。また、パスワードは別途 E-mail

で送付します。データセンターにおいて、各施設で匿名化されたデータを統合し、統合デ

ータベースを作成して使用します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、画像データ（MRI、CT、PET、Xp など）、薬歴、 

病理組織診断報告書、看護記録など  

 

【研究代表者】  

京都大学 ・ 消化管外科教授 ・ 坂井義治  

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器外科 ・ 的場周一郎  

【利用する者の範囲】 

京都大学  ・ 消化管外科 ・ 坂井義治 

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 的場周一郎 

啓明大学  ・ 外科    ・ Sung Uk Bae 

慶北大学  ・ 外科    ・ Soo Yeun Park 

 

          

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 



 

 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2022 年 3 月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

①虎の門病院 消化器外科 的場周一郎 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 

TEL：03-3588-1111 

②京都大学消化管外科 福井雄大 

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 

TEL:075-366-7595  

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科及び虎の門病院分院消化器外科では、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、また

はこの研究に「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 4 月 1 日 ～ 2015 年 3 月 31 日の間 に、大腸癌の

ために虎の門病院消化器外科・虎の門病院分院消化器外科に入院・通院し、 大腸切除術を

受けられ大腸癌 pT1（病理診断による壁深達度評価で粘膜下層にとどまる）と診断された

方 

 

【研究課題名】  

早期大腸癌における再発因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

早期大腸癌における再発因子の検討 

《研究に至る背景》 

大腸癌 StageⅠとは、TNM 分類*では深達度が粘膜下層にとどまるもの(T1：

SM)、あるいは固有筋層にとどまる(T2：MP)でリンパ節転移・遠隔転移を伴わ

ないもので、T1N0M0 あるいは T2N0M0 が含まれます。この StageⅠの 5

年生存率は 98.7%、再発率は 3.7%です。その中で壁深達度が粘膜下層にとど

まりリンパ節転移なしの pT1N0M0 大腸癌となると 1.3%と更に低くなりま

す。 

pT1 大腸癌の約 10%にリンパ節転移を伴うと言われおり、そのため pT1 の一

部は手術適応となっています。しかし、リンパ節転移を確実に予測できる診断法

やリンパ節転移陽性例の再発率・再発危険因子は明らかとなっていません。また、

pT2N0M0 大腸癌の再発率は、6.4%と pT1N0M0 と比較し優位に高くなり

ます。＊1 

前述のように T1 大腸癌は、深達度あるいは一括切除の可否などで、内視鏡治療

か外科治療かが検討され、内視鏡治療を施行しても病理結果で追加切除の適応

があれば外科治療となる場合もあります。内視鏡的切除後再発例の予後は悪く、

外科切除可能症例では生存率の向上、平均生存期間の延長を認めている報告も

あります。＊2 

今回我々は、当院での手術症例のうち pT1 と診断された症例の中で再発した症



 

 

例を再検討することで、再発リスク因子の抽出を行います。 

*TNM 分類：大腸癌取り扱い規約に準じて、T（壁深達度）N（リンパ節転移）M（遠隔転

移）を評価したもの。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 12月 20日 ～  2020 年 12 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院消化器外科および虎の門病院分院消化器外科の多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院消化器外科、的場周一郎 のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におき

かえた上で、虎の門病院消化器外科（的場周一郎）へ送付します。送付する情報には、パス

ワードを付与した上で、ＣＤに保存し書留郵便で送付し、別途パスワードは E-mail で送付

します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、画像データ（内視鏡・MRI・CT など）、 

薬歴、看護記録、最終病理診断報告書など  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 的場周一郎  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 ・  的場周一郎 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 ・ 分院消化器外科 ・ 的場周一郎 

 

 



 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  分院消化器外科・的場周一郎  

電話 本院 03-3588-1111(代表) 

   分院 044-877-5111(代表) 

 

【参考文献】 

＊1 大腸癌研究会（編）．大腸癌治療ガイドライン医師用2016年度版，金原出版，2016 

＊2 斉藤裕輔, 岡志郎, 田中信治, 他. 内視鏡摘除後大腸 T1（SM）癌の転移･再発に関する

多施設共同研究.胃と腸 50（4）：448-456, 2015 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療

情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡

ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2005年 4月 1日 ～ 2015年 12月 31日の間 に、 表在

食道癌のために虎の門病院消化器内科に入院・通院し、 内視鏡的切除（ESD）を受けら

れた方のうち、組織学的にMM/SM1であった方です。 

 

【研究課題名】  

病理組織学的深達度 MM/SM1食道扁平上皮癌に対する内視鏡的切除の治療成績に関する多施

設共同後ろ向き研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 MM/SM1食道扁平上皮癌に対する内視鏡的切除の治療成績を明らかにすることです。 

《研究に至る背景》 

これまで多くの施設で MM/SM1 食道扁平上皮癌に対する治療成績を検討してきまし

たが、各施設での経験する数が少なく、十分なデータを示すことができない状況でありま

した。今回多くの症例を扱う施設が集まり、同じデータをまとめる機会が得られたため、

データを集積して治療成績を明らかにすることで、これからの多くの方に情報提供ができ

るようになると考えられました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018年 10月 30日 ～  2022年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 北里大学医学部消化器内科学 堅田親利のもと研究



終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 北里大学医学部消化器内科学へ CDに保管

し、書留郵便で郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 年齢、性別、占居部位、腫瘍径、主たる肉眼型、治療日、病理結果、追加治

療の有無、再発の有無、再発部位、再発日、再発病変の治療内容、転帰、

最終生存確認日または死亡確認日、偶発症など 

 

 

【研究代表者】  

仙台厚生病院消化器内科 部長 平澤大  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 部長 飯塚 敏郎 

 

【利用する者の範囲】 

国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科：矢野友規 

がん研有明病院消化器内科：由雄敏之 

静岡県立静岡がんセンター内視鏡科：小野裕之 

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野：寺井崇二、橋本哲 

広島大学病院内視鏡診療科：田中信治 

埼玉県立がんセンター消化器内科：有馬美和子 

北里大学医学部消化器内科学：田邉聡 

佐久医療センター内視鏡内科：小山恒男 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけ



ない場合には研究対象といたしませんので、 2019 年 9月 31 日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 飯塚 敏郎  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター及び内分泌代謝科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご

自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研

究に「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2014年 4月 1日 ～ 2018年９月３０日の間 に、2型糖尿

病のために虎の門病院 腎センター又は内分泌代謝科に入院・通院し、 SGLT2阻害剤（ジ

ャディアンス（一般名：エンパグリフロジン）、フォシーガ（一般名：ダパグリフロジン）、

スーグラ（一般名：イプラグリフロジン）のいずれか）の処方を受けられた方 

 

【研究課題名】  

2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害剤と腎機能障害の検討：投与開始後の早期腎機能障

害とその後の腎機能推移について 

 

【研究の目的・背景】   

SGLT2阻害剤は、使用開始早期に腎機能が一時的に低下した後、徐々に回復してくること

が報告されています．しかしながら、回復の程度にはばらつきがあり、それに関する検討

は行われていません． そこで、SGLT2阻害剤による早期腎機能障害の程度とその後の腎

機能の推移を観察し、回復の程度との関連性を明らかにすることを目的として研究を立案

いたしました．  

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 11月 27日 ～  2021年 1２月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 腎センター 部長 星野 純一 のも

と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究は、虎の門病院外への診療情報提供は予定しておりません． 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、治療薬、採血採尿検査結果など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 腎センター 部長 星野 純一  

 

【利用する者の範囲】 

当院単独研究のため、他の研究機関での利用は想定しておりません 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、20２０年７月３１日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 腎センター 部長 星野 純一  

  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 20１０年 1 月 ～ 201８年１１月の間 に、 当院で上部消

化管内視鏡検査で生検検査をおこない好酸球の浸潤が認められた患者さんを対象としてい

ます。。 

 

【研究課題名】  

好酸球性食道炎の後方視的検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 好酸球性食道炎の病態を明らかにすること 

《研究に至る背景》 

近年の衛生環境の改善や H.pylori 除菌の普及を背景に好酸球性消化管疾患の罹患率が増加

傾向にあります。それに伴い、好酸球性食道炎(EoE)の臨床像や病態について多くの検討が

なされてきました。 

しかしながら、食道機能検査を含めた EoE の臨床像については未だ明らかにされていない

のが現状です。今回、内視鏡検査で好酸球浸潤を疑う所見が認められ、生検で好酸球の浸潤

が認められた患者さんを対象として、治療経過を評価・検討し、そのデータを集積し解析し、

＊PPI-REE を含めた好酸球性食道炎の病態を解明することを目的としました。 

＊PPI-REE とは食道に好酸球の浸潤が認められ、PPI(胃酸の分泌を抑える胃薬)という種類

の胃薬が効果的な疾患です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 1 月 30 日 ～  202１年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

当施設単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、

本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

① 診療録：年齢、性別、身長、体重、症状*、アレルギーの有無、既往疾患、内服薬**、

嗜好歴、H.pylori 感染状況(現感染、未感染、除菌後、不明) 

* 症状については、胸やけ、げっぷ、胃もたれ、胃の痛み、吐き気、嚥下困難感、咽頭痛

などの上部消化管由来と思われる症状を指します。 

** 内服薬は研究開始 1 週間以上前から継続的に内服しているものと定義します。 

② 採血所見：血中好酸球数、IgE、H.pylori 抗体、アルブミン 

③ 内視鏡画像：縦走溝、輪状溝、血管透見の減弱、白色滲出物などの好酸球性食道炎に

特徴的な内視鏡所見とその局在。可能な範囲での咽頭観察所見。 

④ 食道内圧検査所見：High resolution manometry を用いた評価項目 

⑤ CT 検査 

⑥ 治療内容：内服薬、吸入薬、点滴加療またはそれらに該当しないもの 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族 の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない

場合には研究対象といたしませんので、 20２０年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 常務職員 鈴木悠悟 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 20１０年 1 月 1 日 ～ 2017 年 12 月 31 日の間 に、 食

道表在癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術をうけられ、深達度が pT1a(MM)またはそれ以

深であった患者さんのうち、追加外科的切除を受けなかった患者さんを対象としています。 

 

【研究課題名】  

化学放射線療法（CRT）による食道表在癌の異時多発抑制効果の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 化学放射線療法による食道癌の発生抑制効果を明らかにすること 

《研究に至る背景》 

近年、食道癌の罹患率は、男性においてゆるやかに増加傾向にあります。また、同時性、

異時性重複癌、多発癌が多いことが知られています。つまり一度食道癌になった患者さんは

再度食道癌になる可能性があるということです。 

一方で食道表在癌の治療戦略として、癌の深達度が T1a-MM や T1b(SM 癌)について

（癌の進行度の指標となる、癌の深さを表す深達度には T1から T4まであります）は、内

視鏡による局所切除では治癒に至らないため、追加治療が推奨されています。実際、外科的

切除もしくは化学放射線療法(CRT)を受ける患者さんが多く、ご本人の希望により無治療

による経過観察が行われることもあります。 

CRTの放射線照射範囲は全食道が含まれることが一般的です。つまり、食道癌の発生母

地である「まだら食道」(癌の発生母地になりやすい食道)に放射線照射が加わるということ

になります。 

こうした背景のもと、食道癌のリスクである「まだら食道」を有している患者さんにおいて

は、CRTを受けた患者さんは無治療の患者さんと比較して食道癌の再発の発生頻度が低く

なることが想定されます。しかしながら CRTによる食道癌の再発抑制効果についての報告

は少なく、その効果についてはいまだ検討されているところです。 

そこで今回 CRT を行うことで食道表在癌の異時性の再発の頻度が下がるかどうかを明ら

かにすることを目的としました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 
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2019年 1月 21日 ～  202１年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

当施設単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 消化器内科 部長 布袋屋 修のもと、研究終了後 5 

年間保管 いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

① 診療録：年齢、性別、身長、体重、症状、アレルギーの有無、既往疾患、内服薬、嗜

好歴。 

② 採血所見：SCC, CYFRAなど食道癌腫瘍マーカー、AST,ALTなどの肝機能評価項

目、Cr, BUN などの腎機能評価項目、血算。 

③ 頸部・腹部超音波検査：リンパ節転移、遠隔転移の有無の評価 

④ CT検査：造影検査が望ましいが、単純 CTによる撮影も可である。 

⑤ 超音波内視鏡検査所見 

⑥ 内視鏡画像：まだら食道の有無とその分布、範囲。食道癌異時性再発、多発の有無。  

⑦ 治療内容：追加治療の有無。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ
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とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 鈴木 悠悟 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０１８年１１月５日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０１８年１月３１日の間 に、急性

骨髄性白血病のために虎の門病院血液内科に入院・通院し、造血幹細胞移植術を受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

急性骨髄性白血病に対する造血幹細胞移植における染色体核型を用いた予後分類に関する

研究 

 

【研究の目的・背景】   

急性骨髄性白血病は治すことが難しく、化学療法で治らなかった白血病は同種移植が必要

と考えられてきました。同種移植は近年移植に用いる抗がん剤、造血幹細胞、GVHD予防

の仕方の選択肢が増えてきており、変貌を遂げています。一方で移植の効果に関しては、

従来から初発時の染色体核型を用いた予後分類で検討されてきましたが、染色体核型の予

後分類は主に化学療法における白血病の予後を基になされており、変貌を遂げた造血幹細

胞移植の予後予測としては適切でない可能性があります。特に非寛解期移植における染色

体核型の意義に関してはまとまった報告はなく不明な点が多い状態です。この研究では、

急性骨髄性白血病に対する同種移植を行った患者の長期の経過をみる３種類の指標（無増

悪生存期間、全生存期間ならびに再発率）を解析し、染色体核型が予後に与えた影響を検

討します。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2019年 2月 8日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 湯淺 光博のもと 2025 年３月

３１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療

録・看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 内田 直之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０１９年３月

３１日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 湯淺 光博・内田 直之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2019 年 3 月～ 2023 年 12 月 31 日の間に、分娩のために 

虎の門病院産婦人科に入院・通院し、分娩した方 

 

【研究課題名】  

エディンバラ産後うつ自己調査票（Edinburgh Postnatal Depression Scale:EPDS）を

用いた産後うつ病に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

エディンバラ産後うつ自己調査票（Edinburgh Postnatal Depression Scale:EPDS）を

用いた産後うつの評価方法および母児への介入方法を後方視的に検討します。 

《研究に至る背景》 

産後うつ病を評価し必要に応じて育児を支援する必要性が社会的に広く認識され 

各施設での体制の確立が望まれるようになってきています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 8 月 29 日 ～  2024 年 12 月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 産婦人科 部長 有本貴英のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 



 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、薬歴、看護記録など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

産婦人科 ・ 部長 有本貴英 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2024 年３月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  産婦人科 部長 有本貴英  

電話 03-3588-1111(代表) 

 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 病院長承認後 ～ 2022 年 3 月 3１日の間 に、 疾患名 の

ために虎の門病院分院腎センター内科に通院し、 血液透析を受けられた方 

 

【研究課題名】  

J-DOPPS（第 7 期調査） 

-日本における血液透析の治療方法と患者の予後についての調査：第 7期調査- 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 日本における血液透析治療の実態のデータを収集し、国内における血液透析の診療と

治療の発展に資することである 

《研究に至る背景》 

｢DOPPS 第 7 期調査｣は世界 10 ヶ国が参加して実施します。DOPPS はこれまでに数々

の論文として腎臓病に関する専門誌に発表されるとともに、腎臓病・血液透析に関する主

要な国際・国内学会で報告されています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 6月 18 日 ～  2022年 9月３０日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は アーバーリサーチ社 David M. Dickinson のもと委

受託契約期間終了後 ３ 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で廃棄します。 



 

 

1.1 版 2020.1.27 

 

 

 

【診療情報を虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないように個人と関わり

のない番号等におきかえたうえで、米国ミシガン州のアーバーリサーチ社へインターネッ

ト上の専用のサイト上で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴等 

 

【研究代表者】  

東京女子医科大学 腎臓内科学 新田 孝作 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

腎センター 内科  部長 澤直樹 

 

【利用する者の範囲】 

代表的な研究機関） アーバーリサーチ社 責任者 Bruce Robinson 

利用する者） 研究グループ、本研究に参加する 48 施設（クリニック・病院）等 

 

 施設名 研究実施責任医師 

1 医療法人社団 高山泌尿器科 髙山 直久 

2 医療法人社団恵仁会 三愛病院附属矢巾クリニック 藤島 幹彦 

3 医療法人宏人会 木町病院 籏福 文彦 

4 医療法人五葉会 山本クリニック 加賀谷 智明 

5 医療法人社団ときわ会 富岡クリニック 近田 龍一郎 

6 医療法人社団心施会 八王子東町クリニック 小俣 百世 

7 医療法人社団朋進会 東神クリニック 西原 正博 

8 医療法人社団 高陵クリニック 遠山 龍彦 

9 医療法人 鈴木泌尿器科 鈴木 都美雄 

10 医療法人社団双樹会 早徳病院 村川 眞司 

11 医療法人薫風会 高桑内科クリニック 高桑 薫 

12 医療法人社団三遠メディメイツ 岡崎メイツ腎・睡眠クリニック 大原 啓示 

13 医療法人弘操会 馬淵診療所 二宮 幹司 

14 医療法人 髙橋クリニック 小角 幸人 
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 施設名 研究実施責任医師 

15 医療法人三栄会 ツカザキクリニック 近藤 天韻 

16 医療法人晃和会 谷口病院紀北クリニック 懸髙 昭夫 

17 医療法人社団清和会 笠岡第一病院 原田 和博 

18 医療法人宅光会 リウマチ・腎臓内科はちまんクリニック 光中 弘毅 

19 医療法人福満会 トーマ・クリニック 小野 高志 

20 医療法人社団松下会 あけぼのクリニック 田中 元子 

21 医療法人社団恵愛会 大分中村病院 友 雅司 

22 医療法人社団幸正会 岩槻南病院 丸山 泰幸 

23 医療法人社団清湘会 新江東橋クリニック 末永 松彦 

24 砂川市立病院 柳瀬 雅裕 

25 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 澤 直樹 

26 公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 若井 幸子 

27 独立行政法人地域医療推進機構 神戸中央病院 足立 陽子 

28 日立造船健康保険組合 因島総合病院 河本 紀一 

29 医療法人青洲会 青洲会クリニック 西山 純一郎 

30 さわい内科循環器科クリニック 澤井 仁郎 

31 医療法人社団灯弘会 かげやま医院 影山 慎二 

32 医療法人社団聡和会 越川記念よこはま腎クリニック 髙橋 剛 

33 社団医療法人英静会 森病院 森 亮善 

34 医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 真鍋 康二 

35 医療法人 道後一万クリニック 青野 正樹 

36 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 新井 英之 

37 医療法人 田中泌尿器科医院人工透析センターとみがおか 松原 博 

38 加賀市医療センター 水冨 一秋 

39 医療法人財団華林会 村上華林堂病院 村田 敏晃 

40 JA 長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 中村 裕紀 

41 医療法人間生会 ましょうクリニック 間生 ゆり 

42 医療法人社団仁生会 甲南病院 西 崇男 

43 東京女子医科大学病院 新田 孝作 

44 埼玉医科大学総合医療センター 小川 智也 
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 施設名 研究実施責任医師 

46 医療法人幕内会 山王台病院付属眼科・内科クリニック 金森 直明 

47 医療法人社団明生会 東葉クリニック東新宿 吉田 正美 

48 ごが内科楡クリニック 五賀 貴男 

49 医療法人社団誠弘会 鶴ヶ島駅前クリニック 金川 誠一 

 

手順）研究実施医療機関の研究者らはステアリング委員会に申請の上、当該医療機関が提

供したデータのみを取り扱うことができる。本研究により収集されたデータは、当該医療

機関が提供したデータを取り扱う場合を除き、ステアリング委員会、統計解析機関、およ

び Worldwide-DOPPS 研究主宰者が認めたもの以外の研究者や研究機関は直接取り扱え

ないことを原則とします。 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身や家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身や家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

には研究対象といたしませんので、2019 年 8 月 31 日 までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター 内科  部長 澤直樹 

電話 044-877-5111(代表) 

 

 

 

 

 

 

 

  



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 虎の門病院消化器内科及び消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2014 年 4 月 1 日 ～ 2016 年 3 月 31 日の間に、虎の門病院で胃粘膜下腫瘍に対

して腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）が行われた方。 

 

【研究課題名】 

胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の有用性に関する臨床研究－後ろ向き多

施設共同研究－ 

 

【研究の目的・背景】 

目的：腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）は腫瘍を腹腔鏡と内視鏡で観察し、腫瘍の全貌

を把握し、切除範囲を最小限にすることで、胃の変形を予防する方法となります。現在

では多くの施設で本手術の導入が進み、胃粘膜下腫瘍の治療法の一つとなっています。

本研究の目的は、胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術に関する多施設調査を行

い、この手術をなされた患者さんの診療情報を集積し、本手術の安全性や問題点を明ら

かにすることにあります。 

 

背景：リンパ節転移を伴わない、あるいはその確率が低い胃粘膜下腫瘍（消化管間質腫

瘍や神経鞘腫、平滑筋腫、神経内分泌腫瘍など）に対し、2008 年、腹腔鏡内視鏡合

同手術：Laparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery(LECS)が発表され、2014

年に本手術は保険収載されました。この手術は腫瘍を腹腔鏡と内視鏡で観察し、腫瘍の

全貌を把握し、切除範囲を最小限にすることで、胃の変形を予防できる特徴があります。

現在では多くの施設で本手術の導入が進み、胃粘膜下腫瘍の治療法の一つとなっていま

す。 

 

【研究のために診療情報を解析する期間】 

2019 年 12 月 4 日 ～2022 年 3 月 31 日 

 

 



【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

責任施設：杏林大学病院 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術

雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究管理者である杏林大学外科学助教の橋本佳和と

当院の保管管理者である虎の門病院消化器内科医員田中匡実のもと研究終了後 5 年又

は、研究結果最終公表から 3 年を経過した日のいずれか遅い日までの期間保管いたし

ます。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で破棄しま

す。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わり

のない番号等におきかえたうえで、杏林大学外科学講座にパスワードを設定した CD-R

等を用いた郵送による添付と別途メールでのパスワードの連絡を併用し提供する。 

 

【利用する診療情報】  

調査項目 

患者背景因子：性別、年齢、身長、体重、BMI、上腹部手術歴とその術式、既往歴

（高血圧、糖尿病「HbA1c 値」、喘息、心疾患）、症状、術前診断、腫瘍の局在（UML

領域別、前後壁・小大弯別、EGJでは環周率と含む） 

腫瘍因子：腫瘍径、割面の形状（楕円形、ダンベル型、数珠状）、腫瘍の偏在（内腔

突出型、壁内発育型、壁外発育型）、病理組織像、核分裂像（〇/50HPF）、Ki67

陽性率、MIB-1 Index） 

治療成績：手術日、術式（classical LECS、CLEAN-NET、NEWS、etc）、手術

時間、出血量、開腹移行の有無・理由、術後合併症（Clavien-Dindo 分類）、欠損

部の閉鎖法、経口摂取開始までの期間、術後在院日数、再発の有無（再発形式と手

術から再発までの期間）、術後障害（機能障害、変形、その他）の有無と発症日時、

最終診察日 

 

評価項目 

主要評価項目：再発の有無、再発形式、中間成績（無再発生存期間：3 年間の観察

期間を経た） 



副次評価項目：手術成績（手術時間、出血量、開腹移行の有無・理由、術後合併症、

術後障害（機能障害、変形等）の有無と発症日時） 

 

以上の内容を利用させていただきます 

 

【研究代表者】  

杏林大学病院外科学 教授 阿部展次 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 部長 布袋屋修 

 

【利用する者の範囲】 

この共同研究の責任施設ある杏林大学病院（責任者：杏林大学病院外科学 教授 阿

部 展次）、また、当院（研究責任者：虎の門病院 消化器内科部長 布袋屋修）と以

下に示す共同研究施設に限って情報を利用させていただきます。 

 

研究参加予定施設：腹腔鏡内視鏡合同手術研究会 世話人所属施設 69 施設 

石川県立中央病院 消化器内科 

伊勢原協同病院 外科 消化器内科 

市立池田病院 外科 

岩手医科大学病院 外科 

宇治徳洲会病院 消化器内視鏡センター 外科 

ＮＴＴ東日本関東病院 内視鏡部 外科 

大阪国際がんセンター がん対策センター 消化器外科 消化器内科 

大阪大学国際医工情報センター 次世代内視鏡治療学共同研究部門 

大津市民病院 外科 消化器内科 

大船中央病院 外科 内科 

岡山医療センター 消化器内科 外科 

岡山大学病院 光学医療診療部 消化器外科 

香川県立中央病院 消化器・一般外科 消化器内科 

香川大学病院 消化器内科 消化器外科 

鹿児島大学病院 心臓血管・消化器外科学 消化器疾患・生活習慣病学 

神奈川県立がんセンター 消化器外科 

金沢医科大学 消化器内視鏡顎 

金沢大学病院 内分泌・総合外科 

がん研有明病院 消化器センター外科 消化器センター内科 



北里大学病院 消化器内科 一般・消化器外科 

ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院 外科 消化器内科 

九州大学病院 消化器内科 先端医工学診療部 

京都府立医科大学病院 消化器外科 

慶應義塾大学病院 腫瘍センター 一般・消化器外科 

神戸大学病院 消化器内科 

粉川クリニック 

国立がん研究センター中央病院 大腸外科 内視鏡センター 

佐久医療センター 内視鏡内科 消化器外科 

札幌医科大学 消化器外科 

産業医科大学 消化器・内分泌外科 第 3内科 

静岡がんセンター 胃外科 内視鏡科 

順天堂大学浦安病院 消化器・一般外科 

JCHO 大阪病院 内視鏡センター 

昭和大学病院 消化器一般外科 

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 

昭和大学藤が丘病院 消化器内科 

第一東和会病院 内視鏡外科センター 消化器内科 

聖路加国際病院 消化器・一般外科 消化器内科 

自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター 

敦賀医療センター 外科 

帝京大学ちば総合医療センター 内科 外科 

東京医科大学病院 国際診療部 消化器外科 

東京慈恵会医科大学 内視鏡科 

東京女子医科大学病院 消化器外科 

東京大学病院 胃・食道外科 光学医療診療部 

東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 外科 消化器センター内科 

東北大学病院 消化器外科 消化器病態学分野 

徳島大学病院 消化器内科 

鳥取市民病院 外科 

富山県立中央病院 外科 

富山市民病院 外科 

長崎大学病院 消化器内科 移植・消化器外科 

日本大学病院 消化器内科 

日本医科大学 消化器・肝臓内科 消化器外科 

浜松医科大学病院 外科学第二講座 



広島記念病院 消化器センター 

広島市民病院 外科 

広島大学病院 内視鏡診療科 消化器外科 

兵庫医科大学病院 肝・胆・膵外科 

福井赤十字病院 第 2消化器科 消化器外科 

福井県立病院 消化器内科 外科 

福岡赤十字病院 外科 

福島県立医科大学病院 内視鏡診療部 消化器外科 

藤田保健衛生大学病院 総合消化器外科 

防衛医科大学校病院 上部消化管外科 光学医療診療部 

メディカルトピア 草加病院 外科 

横浜市立大学市民総合医療センター 消化器外科 内視鏡部 

横浜鶴ヶ峰病院 低侵襲内視鏡外科治療センター 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問やお問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につ

いての開示または訂正のご希望がある場合には、下記の相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない

場合には研究対象といたしませんので、2019 年 8 月 31 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療などの病院サービスにおいて患者の皆様に不

利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 田中匡実 

電話 03-3588-1111（代表） 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013 年１月 1日 ～ 2018 年 12月 31日の間に、肝腫瘍のために虎の門病院消化器

外科に入院・通院し、肝切除術を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

「再肝切除の安全性と癒着防止剤の有用性に関する検討」 

 

【研究の目的・背景】   

《 目的 》肝切除症例を対象として、初回肝切除症例と再肝切除症例を比較し、手術時間、

出血量、術後合併症について検討します。またシートタイプ、スプレータイプの二種類の癒

着防止剤を使用した後の癒着防止効果について検討します。 

《 研究に至る背景 》近年、肝細胞癌、大腸がん肝転移といった肝癌に対する集学的治療

(手術、抗癌剤治療、リハビリ、食事療法などの種々の方法を集約して患者さんの治療にあ

たること)が発展するなかで、再発に対する再肝切除の長期予後に対する有用性が多く報告

されていますが、短期成績、手術時の安全性にかかわる詳細な検討は数少ないのが現状です。

また再手術が多い肝切除に対しての癒着防止剤の効果についても報告が少なく、当院の成

績を検討することでこれらの有用性を示すことを目標としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 5月 8 日 ～ 2021 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

 虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は消化器外科 橋本雅司のもと研究終了後 5 年間保管い

たします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄しま

す。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報が虎の門病院外へ提供されることはありません。 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、肝腫瘍の局在部位、直径、病理所見、腫瘍マーカーを含む臨床検査データ

の推移、各種放射線画像（CT, MRI）をもとに 3D 手術シミュレーションソフトで測定

した肝容量、手術時間、出血量、術後合併症の有無、生存・再発の有無等の情報 

 

【研究代表者】  

虎の門病院消化器外科 橋本雅司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器外科 橋本雅司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 《 消化器外科 ・ 橋本雅司、進藤潤一、小林祐太、大久保悟志》 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター及び虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身あるいはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質

問がある場合、またはこの研究に「自分あるいは家族の診療情報・検体（試料）を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

１９８５年１月１日 ～ ２０１５年１２月３１日の間に、2型糖尿病による慢性腎不全の

ために虎の門病院腎センターあるいは虎の門病院分院腎センターに入院・通院し、腎生検

を受けられて糖尿病性腎症（糖尿病が原因となる腎不全）と診断を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 糖尿病性腎症における尿細管オルガネラ異常と腎予後 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

2 型糖尿病患者さんにおいて、１９８５年１月１日 ～ ２０１５年１２月３１日に

虎の門病院腎センターあるいは虎の門病院分院腎センターで行われました腎病理検査組

織を用い、小胞体内GRP78、ライソゾーム内カテプシン B、ミトコンドリア LC3など

の組織染色を行い、その発現レベルと透析導入との関係を調べることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

糖尿病性腎症（糖尿病が原因となる腎不全）は我が国の透析導入原因の第一でありま

す。腎症が進行する原因には、腎臓の近位尿細管という場所に障害が生じていることが

既存の研究でわかっております。近位尿細管の細胞内にはオルガネラというミトコンド

リア、小胞体、リソソームなどに代表される細胞内小器官が存在します。しかしながら、

近位尿細管障害時にこれらのオルガネラがどういった役割をしているかは明らかにされ

ておりません。これを明らかにすることは腎症進展メカニズムの解明につながる、ある

いは、治療ターゲットとなる可能性があります。この研究は、腎臓の組織の尿細管オル

ガネラが患者さんの腎症進展に与える影響を明らかにすることを明らかにする研究です。  

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年 6月 12日 ～  ２０２１年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 
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【個人情報・試料の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター部長  澤直樹のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。  

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、診療情報は虎の門病院分院腎センター医局

へＣＤに記録し書留郵便にて提供いたします。また、試料についても、虎の門病院で特定

の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、

虎の門病院分院腎センター（腎センター、管理責任者 澤直樹）へ送付します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 血液・尿検査データ、診療記録、薬歴など 

検体（試料）： 腎病理組織  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院腎センター部長 澤直樹 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

   

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについて

ご了承いただけない場合には研究対象といたしませんので、研究承認日から２０１９年１

２月 1 日までに下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービス
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において患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    腎センター 星野純一 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 澤直樹 

電話 044-877-5111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 山内真之 

電話 044-877-5111(代表) 

 

 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター及び虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身あるいはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質

問がある場合、またはこの研究に「自分あるいは家族の診療情報・検体（試料）を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

１９８５年１月１日 ～ ２０１５年１２月３１日の間に、2型糖尿病による慢性腎不全の

ために虎の門病院腎センターあるいは虎の門病院分院腎センターに入院・通院し、腎生検

を受けられて糖尿病性腎症（糖尿病が原因となる腎不全）と診断を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 蛋白尿を呈さず腎機能低下を来す糖尿病性腎症における腎免疫染色を用いた腎障害進展

機序の解明 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

2 型糖尿病患者さんにおいて、１９８５年１月１日 ～ ２０１５年１２月３１日に

虎の門病院腎センターあるいは虎の門病院分院腎センターで行われました腎病理検査組

織を用い、糸球体障害マーカー、尿細管障害マーカー、血管内皮障害マーカーの組織染

色を行い、蛋白尿を呈さない方と蛋白尿を呈する方との腎障害進展機序の違いを明らか

にすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

糖尿病性腎症（糖尿病が原因となる腎不全）は我が国の透析導入原因の第一でありま

す。これまで糖尿病性腎症の進展は蛋白尿を呈した後に腎機能の低下が起こると考えら

れておりました。しかしながら、最近の研究で蛋白尿を呈さずに腎機能低下を来してい

る方が全体の4割程度いらっしゃることが明らかになりました。蛋白尿を呈さずに腎機能

が低下している方は、蛋白尿を呈している方と腎障害の進展機序が異なる可能性があり

ます。この研究は、①蛋白尿陰性で腎機能低下を来している方の腎予後（透析導入の有

無）を明らかにする、②糸球体障害マーカー、尿細管障害マーカー、血管内皮障害マー

カーの組織染色を行うことにより、蛋白尿を呈さない方と蛋白尿を呈する方との進展機

序の違いを明らかにする研究です。  

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年 6月 12日 ～  ２０２１年３月３１日  
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報・試料の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター部長  澤直樹のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。  

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、診療情報は虎の門病院分院腎センター医局

へＣＤに記録し書留郵便にて提供いたします。また、試料についても、虎の門病院で特定

の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、

虎の門病院分院腎センター（腎センター、管理責任者 澤直樹）へ送付します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 血液・尿検査データ、診療記録、薬歴など 

検体（試料）： 腎病理組織  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院腎センター部長 澤直樹 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

   

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 
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また、ご自身あるいはご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについて

ご了承いただけない場合には研究対象といたしませんので、研究承認日から２０１９年１

２月 1 日までに下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービス

において患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    腎センター 星野純一 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 澤直樹 

電話 044-877-5111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 山内真之 

電話 044-877-5111(代表) 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1995年１月１日 ～ 2018年 12月３1日の間に、肝癌のため

に虎の門病院に入院・通院し、治療を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

肝癌の予後因子と適切なステージングの検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

肝癌の予後因子を解析し、適切な病期分類の確立に向けた検討を行います。 

 

《研究に至る背景》 

肝癌の病期分類は他のがんと比較して予後因子が多く複雑であるため、国、地域によりさ

まざまな分類が用いられており、未だコンセンサスが得られていません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 5月 29日 ～  ２０２１年１２月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院消化器外科 橋本雅司のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

 



 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、身長、体重、ASA スコア、既往症、背景肝疾患、血液生化学データ、肝機能

データ、腫瘍数、腫瘍径、治療法、合併症の有無、病理学的所見、再発・生存データ 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 消化器外科 橋本 雅司 

虎の門病院 消化器外科 進藤 潤一 

虎の門病院 消化器外科 小林 祐太 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 10 月３1 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 

消化器外科 橋本 雅司 

電話 ０３－３５８８－１１１１ (代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院消化器内科で胃内視鏡

的粘膜下層剥離術（ESD）をうけ、その後の経過観察中に異時多発病変を認めた方。 

 

【研究課題名】  

 胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後定期フォローアップ中に内視鏡治療適応外病変と

して発見された異時多発病変の検討 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】  

虎の門病院・消化器内科・布袋屋 修 

 

【研究の目的】  

当院における異時多発症例を検討することで、その特徴を評価します。 

 

【研究の背景】  

現在、ESD は早期胃癌に対する標準治療として多くの施設で行われていますが、早期胃

癌をいったん発生した胃は、胃内の別部位における癌発生リスクが 5 年で約 20%と高く、

「胃癌に対する ESD/EMR ガイドライン」では、年に 1-2 回の上部消化管内視鏡検査に

よる経過観察が推奨されています。 

異時多発病変を認める患者さんが増えている中で、どのような患者さんに異時多発病変

ができやすいのか、また適切な内視鏡検査の頻度について調べる必要があります。 

 

 



【利用するカルテ情報】 

年齢、性別、内服薬、基礎疾患の有無、ピロリ菌の除菌の有無、内視鏡検査の頻度、 

病変の部位、大きさ、病理組織所見、背景粘膜の内視鏡的萎縮の程度、 

初回治療から異時多発病変治療までの期間 

 

【研究実施期間】 2019年 5月 8日 ～ 20２1年３月３1日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。情報につきまして

は厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で

使用いたします。また、本研究に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。

研究終了後は情報の破棄を行います。 

記録・資料の保管責任者 虎の門病院消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2020年１１月30日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 野村浩介 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター及び虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身あるいはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質

問がある場合、またはこの研究に「自分あるいは家族の診療情報・検体（試料）を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：１９８５年１月１日 ～ ２０１５年１２月３１日の間に、2型糖尿

病による慢性腎不全のために虎の門病院腎センターあるいは虎の門病院分院腎センターに

入院・通院し、腎生検を受けられて糖尿病性腎症（糖尿病が原因となる腎不全）と診断さ

れ、かつ、同時期に糖尿病性網膜症（糖尿病が原因となる目の障害）の評価を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

2型糖尿病患者における糖尿病性網膜症による糖尿病性腎症の予後予測の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

腎生検にて糖尿病性腎症と確認され、同時期に網膜症の評価を受けていた虎の門病

院・虎の門病院分院の患者さんを対象に、糖尿病性腎症の病理所見と糖尿病性網膜症の

網膜所見との関係を明らかにするとともに、糖尿病性網膜症が末期腎不全のリスクを予

想できるのかを明らかにすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

糖尿病性腎症は、我が国の末期腎不全（透析導入）の原因の第一であります。どの患

者さんが末期腎不全になるリスクがあるのかを早い段階で知ることができれば、早期に

集中的に治療することにより、末期腎不全となるのを遅らせたり、あるいは回避できた

りする可能性があります。腎生検をし、腎臓の組織を見ることにより今後の末期腎不全

のリスクを知ることができますが、腎生検は入院しないといけないこともあり患者さん

に負担がかかる検査です。一方、眼底検査（網膜の血管の障害を見る検査）は外来で比

較的簡単に評価できる検査です。糖尿病では腎臓（糖尿病性腎症）も網膜（糖尿病性網

膜症）も同じ程度に障害が進んで行くことが予想されており、眼底を見ることによって

末期腎不全となるリスクがわかる可能性があります。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年 7月 29日 ～  ２０２１年３月３１日  
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報・試料の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター部長  澤直樹のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。  

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、診療情報は虎の門病院分院腎センター医局

へＣＤに記録し書留郵便にて提供いたします。また、試料についても、虎の門病院で特定

の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、

虎の門病院分院腎センター（腎センター、管理責任者 澤直樹）へ送付します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 血液・尿検査データ、眼底記録、診療記録、薬歴など 

検体（試料）： 腎病理組織  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院腎センター部長 澤直樹 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院腎センター部長 澤直樹   

   

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 
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また、ご自身あるいはご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについて

ご了承いただけない場合には研究対象といたしませんので、研究承認日から２０１９年１

２月 1 日までに下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービス

において患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    腎センター 星野純一 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 澤直樹 

電話 044-877-5111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター 山内真之 

電話 044-877-5111(代表) 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2013 年１月 1日 ～ 2019 年３月３１日の間に、肝腫瘍のために虎の門病院消化器外

科に入院・通院し、肝切除術を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

「肝切除周術期管理における各種利尿剤の安全性と有用性の検討」 

 

【研究の目的・背景】   

《 目的 》肝切除症例を対象として、周術期（手術前後の入院期間）に投与した利尿剤

（尿を出しやすくする作用のある薬)の有効性について検討します。当科では２-３種類の利

尿剤を状況に応じて使い分けておりますが、それぞれの利尿効果や、術後合併症について

比較・検討します。 

《 研究に至る背景 》肝障害のある患者さんは、術前よりナトリウム、水分貯留傾向

がみられ、術後は乏尿や腹水貯留の頻度が高く、周術期の各種利尿剤の使用は必須です。

従来はスピロノラクトンという薬をベースに術後管理を行ってきましたが、近年、肝硬

変の患者さんの難治性腹水に対するトルバプタンという薬の有用性が明らかとなり、当

科では手術後患者さんにもこの薬を用いて腹水の治療を行ってきました。ですが、術後

の残肝機能や手術規模、病態に応じた使用方法は未だ確立されておらず、患者さん個々

の病状に応じた最適な使い分けが必要です。本研究ではこれまで当科で行ってきた肝切

除術と周術期利尿剤の使用方法、合併症などを解析し、従来から行われてきた術後管理

方法の妥当性と、トルバプタン投与の安全性、有用性について検討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 6月 5 日 ～ 202４年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

 虎の門病院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。 

学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は消化器外科 橋本雅司のもと研究終了後 5 年間保管い

たします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄し

ます。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報が虎の門病院外へ提供されることはありません。 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、肝腫瘍の局在部位、直径、病理所見、腫瘍マーカーを含む臨床検査データ

の推移、各種放射線画像（CT, MRI）をもとに 3D 手術シミュレーションソフトで測定

した肝容量、手術時間、出血量、術後合併症の有無、生存・再発の有無等の情報 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器外科 橋本雅司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 《 消化器外科 ・ 橋本雅司、進藤潤一、小林祐太》 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

1993年 4月 1日～2016年 12月 31日の間に、虎の門病院血液内科で同種造血幹細

胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

同種造血幹細胞移植における侵襲性真菌感染症の二次予防に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

侵襲性真菌症は、同種造血幹細胞移植の予後を左右する重要な合併症の1つであり、その適

切な管理は、非常に大切です。移植後早期は、大量の抗がん剤等による好中球減少、移植

後中後期は移植片対宿主病や、それに対する免疫抑制療法などにより免疫力が低下した状

態が持続して感染症のリスクが非常に高いことから、移植前からの入念な感染症の評価と

制御が重要です。従来、移植前に侵襲性真菌感染症を発症した事がある場合は、移植後に

真菌感染症が再燃するリスクが高いと考えられていましたが、医療が発達した今日では、

侵襲性真菌感染症の既往がある場合でも、移植前に十分に侵襲性真菌感染症を治療した上

で、移植時に再燃を防止するための適切な予防対策（二次予防）を行えば、必ずしも移植

は禁忌ではないと考えられるようになってきています。しかしながら、どの菌種・病型の

侵襲性真菌感染症がどの程度制御できて、どのような予防対策を行えば移植後の再燃のリ

スクを最小限に抑えることができるのかに関してのエビデンスはまだ十分でないのが現状

です。以上より、本研究は、侵襲性真菌感染症の既往がある場合とない場合の移植後の侵

襲性真菌症の発症率、危険因子及び予後に関して比較検討すると共に、既往がある場合の

真菌種、病型、予防対策などの違いが移植後侵襲性真菌感染症の発症率や予後に与える影

響を後方的に評価し、侵襲性真菌症の既往がある場合のより良い予防法を確立することを

目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 6月 25日 ～ ２０2１年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 



虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

本研究に関わる個人情報は、個人情報管理責任者（血液内科：森 有紀）が管理します。

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は、研究終了後、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA 適合度、移植前処置、転

帰など）、急性及び慢性 GVHD、免疫抑制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及

び投与期間）、抗真菌薬の投与状況（種類、投与量及び投与期間）、既往侵襲性真菌感染症

（既往の有無、既往侵襲性真菌感染症の発症日から移植日までの期間、病型、菌種、

治療内容、制御状況、二次予防法の詳細）、移植後真菌感染症（発症の有無、移植から

発症までの期間、病型、菌種、治療内容、予後） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年９月３０日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1996年 1月 1日 ～ 2018年１２月３１日の間に、虎の門

病院消化器外科に入院し、膵切除術が施行され、病理組織学的に 10ｍｍ以下の浸潤性膵管

癌または上皮内癌と診断された方。 

 

【研究課題名】  

当院における 10ｍｍ以下小膵癌症例の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院にて外科的切除となり、病理組織学的診断で 10mm以下の通常型浸潤性膵管癌また

は上皮内癌であった症例の臨床病理学的特徴を解明することです。 

《研究に至る背景》 

膵癌（浸潤型膵管癌）は近年増加傾向にあり、人口動態統計によると2013年に膵癌で死

亡した人は約30,700人で、肺癌、胃癌、大腸癌、肝・胆管癌につぐ死亡者数です。しかし、

現在でも早期診断が困難とされており、診断時の約６割が切除不能進行膵癌とされていま

す。また切除できたとしても、５年生存率が１５％程度と非常に予後の悪い疾患です。一

方で、腫瘍径10mm以下の小膵癌では５年生存率が80.4%と報告されており、長期予後が

期待できます。このため、いかに小さい段階で発見できるかが予後改善への重要な鍵とな

っています。今回我々は当院で経験した腫瘍径１０ｍｍ以下の小膵癌または上皮内癌の臨

床病理学的特徴について検討することにより、膵癌の早期発見につながる特徴を解明でき

ればと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 7月 2日 ～  2021年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院消化器内科 小山里香子のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

血液検査結果、画像検査結果（内視鏡画像、超音波画像、CT、MRI、ERCP）、診療録、看

護記録、薬歴、手術記録、病理組織結果など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院消化器内科 医長   小山 里香子 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器内科 医長   小山 里香子 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０１９年１０月 3１日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院消化器内科医長   小山 里香子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１４年１月１日 ～ ２０１６年１２月３１日の間 に、 早

期胃上皮腫瘍 のために虎の門病院消化器内科に入院・通院し、 内視鏡的粘膜下層切開

術もしくは内視鏡的粘膜切除術 を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 早期胃上皮腫瘍の臨床病理学的検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 早期胃上皮腫瘍の臨床病理学的に検討し、今後の早期胃上皮腫瘍の診断および治療に

貢献すること。 

 

《研究に至る背景》 

早期胃上皮腫瘍には腺腫＊と早期胃癌が含まれますが、それらを区別することに難渋す

ることがあります。HE 染色だけでは診断が難しく、免疫染色＊＊p53 や Ki67 を参考に診

断することがあります。近年では H.pylori 除菌後の胃癌や H.pylori 陰性胃癌の報告が増え

てきていますが、いずれも低異型度分化型腺癌が多くを占めており、腺腫との鑑別を必要

とします。また、そもそも癌とすべきか議論を呼ぶような病変も認められます。具体的に

は新しいタイプの胃癌として報告された胃底腺型胃癌は日本では低異型度分化型癌＊＊＊と

みなしますが、海外からは腺腫やポリープとすべきという意見もあります。 

そのため、今後の早期胃上皮腫瘍の診断にあたり腺腫や早期胃癌の免疫染色の特徴を

知ることで今後の正確な診断とともに適切な治療に貢献できると考えられます。 

 

＊腺腫：胃の上皮からできる良性腫瘍です。 

＊＊免疫染色：胃の組織で行なわれている免疫反応は本来は目に見えないものですが、可

視化できるように染色を行います。 

＊＊＊低異型度分化型癌：既存の胃の細胞に類似するような癌です。 

 

 



【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019 年 7 月 2 日 ～  ２０２１年 3 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院消化器内科部長、布袋屋修のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬剤投与歴、内視鏡記録、薬歴、看護記録など 

検体（試料）：病理組織  

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、 ２０１９年１２月３１日までの間

に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者

の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 早坂 淳之介 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2017 年 1月 1日 ～ 2019年 8月 1 日の間に、虎の門病院

腎センター・リウマチ膠原病科に入院・通院し、骨粗鬆症の治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

慢性腎臓病における骨粗鬆症治療の検討 

 

【研究の目的・背景】   

目的：慢性腎臓病(CKD)患者さんの骨粗鬆症の臨床経過を調査し、様々な治療法の有効性・

安全性を評価することを目的としています。 

背景：CKDは骨折の強力なリスク因子であることがわかってきましたが、腎機能障害の点

から治療が難しいと考えられてきました。近年優れた薬剤が多く保険認可されてきており

ますが、どのような治療法が最も安全で有効であるか、未だ明らかではありません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 10月 9日 ～ 2020年 3月 31日 

 

【虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究】 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては特定の個人を識別することができ

ないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表

する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院腎センター 星野純一のもと研究終了後 5 

年間保存いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する情報】  



検査データ、診療記録、骨密度データ、薬歴 

 

【研究代表者】  

虎の門病院腎センター 星野純一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院腎センター 星野純一 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院腎センター 星野純一 

虎の門病院分院腎センター 乳原善文 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身や家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身や家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2019 年１１月 30 日までの間に下記の連絡先までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院腎センター 星野純一 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対

象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

2018年1月〜2026年12月の期間に、臨床診断、切除標本や生検により病理診断され、

虎の門病院産婦人科に通院・入院し、治療された子宮頸癌、子宮体癌、卵巣・卵管悪性腫

瘍、卵巣・卵管境界悪性腫瘍、腹膜癌、外陰癌、腟癌、子宮肉腫、子宮腺肉腫、絨毛性疾

患症例を登録対象とします。 

 

【研究課題名】  

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研

究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

子宮頸癌、子宮体癌、卵巣・卵管悪性腫瘍、卵巣・卵管境界悪性腫瘍、腹膜癌、外陰癌、

腟癌、子宮肉腫、子宮腺肉腫、絨毛性疾患症例の臨床情報を収集し、そのデータを用いて、

１）わが国における婦人科がん（子宮頸癌、子宮体癌、卵巣悪性腫瘍、卵巣境界悪性腫瘍、

外陰癌、腟癌、子宮肉腫、子宮腺肉腫、絨毛性疾患）の進行期・病理学的分類，２）診断・

治療の実態，３）治療成績（5 年生存率），４）登録罹患数や治療指標などの年次推移を

解析、公表し、婦人科癌患者の医療・福祉に貢献することを目的とします。 

登録情報は、日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会および臨床研究審査小委員会で承認さ

れた研究において二次利用されることにより、国内の臨床研究や国際比較研究の発展につ

ながるものとなります。 

《研究に至る背景》 

本研究の基盤となる登録事業は、婦人科がんに関する国内唯一の臓器がん登録であり、こ

の研究を通し、わが国の婦人科がん及び婦人科がん医療の特徴と海外との共通点・相違点

等を明らかにしてゆくことは、今後ますますその必要性・重要度を増していくものと考え

られます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6月 22 日 ～ 2027 年 12 月 31 日  
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【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野八重樫伸生

教授のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、UMINインターネット医学研究コーディネーティングセンター

によるオンラインを用いて登録し、本研究の研究責任者である東北大学大学院医学系研究

科婦人科学分野八重樫伸生教授へ提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

収集する当概年の情報は各疾患で次の通りであり、これらの情報を診療録より抽出して、

登録を行います。  

●子宮頸癌；年齢、進行期分類の選択（臨床進行期分類、術前治療施行例）、進行期分

類（FIGO分類、TMN分類）、最大腫瘍径とその診断方法、基靭帯浸潤の有無とその診

断方法、膀胱浸潤の有無とその診断方法、所属リンパ節腫大の有無とその診断方法、傍

大動脈リンパ節腫大の有無とその診断法、その他のリンパ節腫大の有無とその診断法、

遠隔転移の有無とその診断法、pTNM分類、組織診断、治療開始年月日、治療法、初回

手術時の腹腔鏡手術の有無 

特別調査実施項目：摘出術式、術者と助手の専門医資格の有無、子宮把持方法、腫瘍細

胞飛散対策、リンパ節回収方法、腟管切断方法、手術時間、出血量、輸血の有無、術中

臓器損傷、頸管間質浸潤の深さ、傍子宮結合織浸潤、リンパ節摘出個数、リンパ節転移

個数、術後治療、再発の有無、再発日、再発部位  

●子宮体癌；年齢、手術状況（手術施行例、手術未施行、術前治療例）、進行期分類（FIGO

分類、TNM分類）、組織診断（組織型、分化度）、洗浄細胞診、筋層浸潤の有無、治療

開始年月日、治療法、初回手術時の腹腔鏡手術の有無 

●卵巣腫瘍:年齢、診断（卵巣癌・卵巣境界悪性腫瘍、卵管癌・卵管境界悪性腫瘍、腹膜

癌、分類不能）、手術状況（手術施行例、術前治療例、手術未施行例）、進行期分類（FIGO

分類、pTNM分類）所属リンパ節転移の有無、組織診断、漿液性卵管上皮内癌（STIC）

の有無、治療開始年月日、治療法、リンパ節廓清の有無、初回手術の完遂度、二回目の

手術の完遂度。  
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●外陰癌；年齢、手術状況（手術施行例、手術未施行例、術前治療例）進行期分類（FIGO

分類、TNM分類）組織診断、治療開始年月日、治療法  

●腟癌；年齢、手術状況（手術施行例、手術未施行例、術前治療例）進行期分類（FIGO

分類、TNM分類）組織診断、治療開始年月日、治療法  

●子宮肉腫；年齢、手術状況（手術施行例、手術未施行例、術前治療例）進行期分類（FIGO

分類、TNM分類）組織診断、治療開始年月日、治療法  

●子宮腺肉腫；年齢、手術状況（手術施行例、手術未施行例、術前治療例）進行期分類

（FIGO 分類、TNM 分類）組織診断、治療開始年月日、治療法 

●絨毛性疾患：年齢、診断名、治療開始年月日、絨毛癌診断スコア、FIGO スコア、FIGO 

2000 stage 

 

【研究代表者】  

東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野 教授 八重樫伸生 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院産婦人科 部長 有本貴英 

 

【利用する者の範囲】 

本研究の結果構築されるデータセットは、婦人科悪性腫瘍医療向上のための臨床研究とし

て二次利用される可能性があります。その場合には、原則として研究代表者の所属する施

設に設置された倫理審査委員会において承認を得た後、本会の「登録事業のデータベース

利用に関する規約」に照らして、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会及び臨床研究審査

小委員会の両委員会が、申請された研究内容が公益にかない、医学の進歩に貢献すると評

価できるか、施設及び個人の特定可能性の視点から申請の妥当性を評価し、データ利用の

可否を決定します。なお、データベース項目のうち利用を許可する項目についても、個別

の研究計画に記された内容ごとに両委員会で検討して決定します。その際、二次利用を行

う研究については日本産科婦人科学会ホームページ上においてオプトアウト文書が公開さ

れ、研究対象者に拒否する権利を与えるものとします。 

共同研究機関に関しましては、日本産科婦人科学会ホームページをご参照ください。 

URL；http://www.jsog.or.jp/ 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

http://www.jsog.or.jp/
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また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2027 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  産婦人科 部長 有本貴英 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対

象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

2018 年 1 月〜２026 年 12 月の研究期間において、妊娠 22 週以降で虎の門病院産婦人

科に通院・入院し、分娩された方の母体および胎児情報を収集します。 

 

【研究課題名】  

日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

日本産科婦人科学会会員が所属する施設で、当該年度において母体・胎児・分娩周辺の 

関連医学情報を規定の登録フォームにコンピュータ入力し、収集します。収集されたデ 

ータを各年毎に解析・集計することにより、我が国の周産期領域における疫学的、医学 

的傾向を把握します。さらに原データを個票単位で蓄積・集積を行い、総合データベー 

スを構築するとともに、学会会員の求めに応じて二次利用を可能とすることが本研究の 

目的及び意義となります。 

《研究に至る背景》 

本事業は、我が国の全出産数の約25％、周産期死亡例の約50％を包含する主として周産 

期センターの分娩個票を収集すると推定され、生産・死産を問わず産科施設の全出産時 

の周産期情報を網羅する唯一最大のデータベースとなります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6 月 24 日 ～ 2027 年 12 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は三重大学医学部産科婦人科学教室教授 池田智明のもと

研究終了後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、UMINインターネット医学研究データセンターによるオンライ

ンを用いて登録し、本研究の研究責任者である三重大学医学部産科婦人科学教室池田智明

教授へ提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

母体搬送例、妊娠回数と分娩回数、分娩時母体年齢、不妊治療例、分娩胎位、分娩方法、帝

王切開率、分娩週数、出産体重、児性別、アプガースコア、分娩時出血量、誘発促進分娩の

有無、分娩時 CTG 異常の有無と種類、母体疾患の内訳、妊娠合併症の内訳、母体死亡の内

訳、単胎・多胎の頻度、児の主要臨床死因別統計、登録施設別周産期統計  

 

【研究代表者】  

三重大学医学部産科婦人科学教室 教授 池田智明  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院産婦人科 部長 有本貴英 

 

【利用する者の範囲】 

日本産科婦人科学会ホームページ上に共同研究機関（周産期登録加盟施設）を掲載してい

ます。 URL；http://www.jsog.or.jp/public/shisetu_number/index.html         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、202７年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

http://www.jsog.or.jp/


 

 

2017.8 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 産婦人科 部長 有本貴英 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター内科及び虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を

実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内

をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いにな

りましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2015 年 4 月 ～ 2018 年 12 月の間 に、 多発性嚢胞腎 

のために虎の門病院腎センター内科あるいは虎の門病院分院腎センター内科に入院・通院

し、 腎生検または腎摘出術 を受けられ、東京医科歯科大学腎臓内科における遺伝子解析

研究に同意・参加頂いた方のうち、常染色体優性尿細管間質性腎疾患（別名、髄質嚢胞性腎

疾患）、ネフロン癆または常染色体優性多発性嚢胞腎などの嚢胞性腎疾患が疑われた方 

 

【研究課題名】  

 嚢胞性腎疾患における遺伝的背景と臨床所見および病理所見の関係 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 遺伝子検査結果に臨床情報や病理組織所見を合わせて検討することで、常染色体優性

尿細管間質性腎疾患（別名、髄質嚢胞性腎疾患）、ネフロン癆および常染色体優性多発性嚢

胞腎の診断技術の向上や病気の発症するメカニズムの解明を目的としています。 

《研究に至る背景》 

ネフロン癆や常染色体優性多発性嚢胞腎は、腎臓を構成する尿細管細胞に存在する一

次繊毛という構造物をつかさどる遺伝子の異常で発症するとされています。一方、常染色体

優性尿細管間質性腎疾患（別名、髄質嚢胞性腎疾患）は、一次繊毛とは関係ないと言われて

います。このような病気の発症メカニズムの特徴を活かし、患者さんの腎病理組織を用いて

一次繊毛など繊毛病に関連する構造などを染色し、腎病理組織像と遺伝学的背景を結びつ

ける新たな診断予測マーカーを探索します。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年 9月 19日 ～  2023年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、東京医科歯科大学腎臓内科学 教授 内田信一のもと

研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を識別すること

ができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、東京医科歯科大学腎臓

内科へ診療情報はＣＤを用いて、検体（試料）は診療情報とは別にして郵送で提供いたしま

す。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、心電図、MRI画像データ、CTデータ、薬歴など 

検体（試料）：腎病理組織 

 

【研究代表者】  

東京医科歯科大学 腎臓内科学 教授 内田信一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

腎センター内科 星野純一 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

腎センター内科 諏訪部達也 

 

【利用する者の範囲】 

東京医科歯科大学 腎臓内科 

責任者：教授 内田信一 

 他：寄付講座教授、准教授、助教（寄付講座・特任）、講師、大学院生、医員 

京都大学 医学研究科腎臓内科学 

 責任者：教授 柳田素子 

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科 

 責任者：内科統括部長 塚本達雄 

旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野 

 責任者：教授 長谷部直幸 

杏林大学 医学部病理学教室 
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 責任者：講師 長濱清隆 

済生会横浜市南部病院 腎臓高血圧内科 

 責任者：副診療部長・主任部長 岩本彩雄 

大阪大学 大学院医学系研究科腎臓内科 

 責任者：教授 猪阪善隆 

東海大学 医学部内科学系腎内分泌内科 

 責任者：准教授・腎センター長 和田健彦 

東北大学 大学院医学系研究科腎・高血圧・内分泌学 

 責任者：准教授・副科長・血液浄化療法部部長 宮崎真理子 

武蔵野赤十字病院 腎臓内科 

 責任者：副院長・腎臓内科部長 安藤亮一 

福島県立医科大学 腎臓高血圧内科 

 責任者：主任教授 風間順一郎 

市立札幌病院 病理診断科 

 責任者：医長 辻隆裕 

東京女子医科大学 腎臓内科 

 責任者：特任教授 望月俊雄 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2019 年 12 月 31 日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    腎センター内科 ・ 星野純一  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター内科 ・ 諏訪部達也  

電話 044-877-5111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

厚生労働省進行性腎障害調査研究班・多発性嚢胞腎研究班では、以下の臨床研究を実施し

ております。この研究は、日本透析医学会統計調査委員会の登録情報をまとめるものです。

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中

で、ご質問がある場合、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 200６年 1 月 1 日 ～ 20０７年 12 月 31 日の間 に、多発

性嚢胞腎（ADPKD）による腎不全のために本邦にて血液透析または腹膜透析を初めて開始

された患者さんです。 

 

【研究課題名】 

Body mass index (BMI)が常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の進行速度に及ぼす影

響について～米国と日本の国際比較研究～ 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

・日本と米国で ADPKD 患者の透析導入時の年齢に差があるかを明らかにすること 

・日米それぞれで、BMIが透析導入時の年齢の有意な因子となるかを明らかにすること 

 

《研究に至る背景》 

 常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)は、常染色体優性遺伝形式を示す頻度の最も多い遺

伝性疾患の１つで、本邦において透析導入患者全体の 2.6%を占めており、毎年約 1000

人が透析導入となっています。しかし、ADPKD 患者の腎腫大を抑制する治療法は確立し

ていません。近年、ADPKD のマウスモデルで、カロリー投与量を減らすことで、有効に腎

嚢胞の成長を遅くすることが報告されました。食事摂取量を減らすことで、B1/AMP-

activated protein kinase 経路や、rapamycin 経路の抑制を介して、ADPKD の進行を抑

制することが示されました。これらの研究結果は、食事制限が ADPKD の斬新な治療方法

になり得ることを示唆していますが、人間の ADPKD 患者におけるデータは不足していま

す。 

一般的に日本人と米国人の食生活は異なることが知られています。実際に、20歳以上の成

人のカロリー摂取量は、米国では 2,141 kcal/day、日本では 1,898 kcal/day と報告さ

れています。しかし、これらの食生活の違いが、ADPKD の進行の違いに関係しているか

は不明です。Body mass index (BMI)は、摂取カロリーに相関すると言われており、過剰

なカロリー摂取は、肥満の危険因子であると言われています。 

近年、比較的小規模なスタディで、肥満は ADPKD の進行の危険因子と報告されました。

50～59 歳の成人男性の平均 BMIは、米国で 29.1、日本では 23.9と報告されています。
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しかし、両国の ADPKD 患者の BMI に違いがあるのか、その違いが ADPKD の進行に影

響しているのかは、不明です。そこで我々は、食生活の異なる日本と米国で ADPKD の末

期腎不全の到達年齢に差があるのか、BMI が末期腎不全の到達時の年齢の有意な因子とな

るのか、を明らかにするためにこの研究を行う事にしました。この研究により ADPKD の

食事療法の常識が大きく変わる可能性があります。さらにこの機序を介した新しい創薬の

きっかけにもなると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 10月 25日 ～  2021 年 3 月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

日本透析医学会統計調査委員会に登録されている患者情報は、登録の時点ですでに匿名化

されており、特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等にお

きかえて保管されています。学会発表や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できない

ような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院腎センター、保管責任者 澤直樹のも

と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

日本透析医学会統計調査委員会に保管されている本邦での透析導入時の患者の臨床情報 

 

【研究代表者】  

順天堂大学泌尿器科  武藤智 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院腎センター 澤直樹 

 

【試料・情報の利用目的及び利用方法】 

透析導入時の患者の臨床所見を日本透析医学会統計調査委員会のデータベースより取得す

る。 

 

【利用し、又は提供する情報の項目】 

年齢、性別、併存疾患、収縮期血圧、Hb 値、血清 Alb値、CRP 値。 
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透析導入時併存疾患：心筋梗塞、鬱血性心不全、四肢切断の既往、または ASO の合併、あ

るいは 6ｃｍ以上の大動脈瘤、脳梗塞の既往もしくは TIA の存在、認知症、慢性肺疾患、

膠原病、消化性潰瘍、慢性肝疾患（門脈圧坑進がない）もしくは慢性肝炎、糖尿病（末期臓

器障害なし。食事療法のみは該当せず）、片麻痺、糖尿病（重症な網膜症・神経障害・腎障

害・ブリットル型糖尿病）、悪性腫瘍（転移がない、診断後 5 年を経過したものは除く）、

白血病（急性・慢性）、リンパ種、中等度・末期肝疾患、転移性悪性腫瘍、AIDS 

 

【利用する者の範囲】 

厚生労働省進行性腎障害調査研究班 多発性嚢胞腎研究班 

武藤智        順天堂大学泌尿器科 

諏訪部達也 虎の門病院分院腎センター 

神田英一郎 川崎医科大学医学部腎臓内科 

望月俊雄 東京女子医大多発性嚢胞腎病態研究部門    

  

 

【試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称】 

武藤智 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター内科 諏訪部達也 

〒213-8587 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 

電話 044-877-5111(代表) 

研究の対象となる方又はその代理人様からのご質問、ご要望をお受け致します。 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1989年 1月 1日 ～ 2017年 12月 31日の間に、非乳頭部

十二指腸上皮性腫瘍のために虎の門病院消化器内及び消化器外科に入院・通院し、内視鏡治

療あるいは手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

MMR蛋白発現消失（dMMR）を背景とした非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍の有病率の推定お

よび生物学的病理学的特徴の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院で内視鏡的切除もしくは手術的治療を行った非乳頭部十二指腸腫瘍検体，診療録，内視

鏡画像，病理標本を用い，非乳頭部十二指腸腫瘍における MMR 蛋白発現消失の関与の頻

度や生物学的病理学的特徴を明らかにすることを目的とします． 

《研究に至る背景》 

近年，本邦においても，スクリーニングの上部消化管内視鏡検査件数の増加や急速な人口の

高齢化に伴い，非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に遭遇する機会は増加傾向を示しております．

進行十二指腸癌の予後は極めて不良であり，適切な早期診断，早期治療が必要と考えられま

す．しかしながら，現状では非乳頭部十二指腸腫瘍の自然史や発癌経路に関する知見は限ら

れ診断・治療のストラテジーは依然として不明瞭です．今回，病理組織標本や免疫組織化学

を検討し，腫瘍の発生に関わる因子を明らかにし，今後の早期診断，早期治療の一助とした

いと考えています． 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 4月 21日 ～ 2022年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院，布袋屋 修のもと研究終了後 5 年間保管

いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄し

ます。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院で以前の研究で作成した病理スライドや組織ブロックより作成した以前の研究

の残余未染スライドは、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と

関わりのない番号等におきかえたうえで、通常の室温宅配便で割れ物として東京都健康長

寿医療センター病理診断科に送付されます．また，標本が破損しないようにスライドグラス

ケースに入れ送付されます．東京都健康長寿医療センター病理診断科には，対象者に付与さ

れた個人識別符号とそれに対応する病理スライド，未染スライドが送付されますが研究対

象者氏名などの個人情報及び診療情報は提供されません． 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、内視鏡画像、CT画像データ、薬歴、看護記録など 

検体（試料）： 病理組織 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 消化器内科 ・ 布袋屋 修  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 布袋屋 修  

 

【利用する者の範囲】 

東京都健康長寿医療センター ・ 病理診断科 ・ 井下 尚子  

東邦大学医療センター大森病院 ・ 消化器センター内科 ・ 五十嵐 良典    

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い
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ただけない場合には研究対象といたしませんので、2020 年１２月３１日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 布袋屋 修 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011年 10月 1日より 2018年 9月 30日までに虎の門病院消化器内科にて内視鏡的胃粘膜下

層剥離術を受けられ、リンパ節転移の可能性が否定できないと判断された患者さん 

 

【研究課題名】  

NCD のリスクカリキュレーターを用いた胃 ESD 非治癒切除症例に対する新たな治療アルゴ

リズム構築の可能性に関する多施設共同遡及的観察研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

多施設にて遡及的に集積した胃 ESD 後非治癒切除症例のリンパ節転移リスクを eCura 

system にて、また周術期リスクをリスクカリキュレーターにて算出し、実臨床における追

加外科手術実施の現状と、リスクカリキュレーターを用いた ESD(Endoscopic Submucosal 

Dissection:内視鏡的粘膜下層剥離術)後の診療アルゴリズムの妥当性を検証することを目

的とします。 

《研究に至る背景》 

National Clinical Database(NCD)とは、外科領域ではすでに広く利用されているビッグデ

ータであり、多施設の医療情報を集積し、分析した結果をフィードバックする機能を持って

います。このフィードバック機能の一つであるリスクカリキュレーターを用いて、患者の年

齢や基礎疾患、血液検査所見等を入力することで、個々の症例の手術関連死亡率を算出する

ことができます。我々は、ESD非治癒切除症例に対して、リスクカリキュレーターで算出し

うる追加外科手術リスクと上述の eCura systemによって推定されるリンパ節転移リスクを

比較することで、胃 ESDにおける内視鏡的根治度 C-2症例(非治癒切除と判定され、原則的

には追加外科切除の適応となる患者さん)に対する追加外科手術の妥当性に関してより統

計学的に正しい治療方針を提案することができるのではないかと考えました。具体的には、

NCDのリスクカリキュレーターで算出した手術関連死亡率が eCura systemを用いて予測さ

れるリンパ節転移を有する確率と比較して高い場合、積極的な追加外科手術を推奨しない、

という選択肢を提示することができます。 

本研究では、多施設にて遡及的に集積した胃 ESD 後非治癒切除症例のリンパ節転移リスク

を eCura systemにて、また周術期リスクをリスクカリキュレーターにて算出し、実臨床に
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おける追加外科手術実施の現状と、リスクカリキュレーターを用いた ESD 後の診療アルゴ

リズムの妥当性を検証することとしました。 

高齢社会が到来している我が国では ESD 後の追加外科手術の有無の判断に苦慮する機会は

増えてくると考えられるため、統計学的に裏付けられた本アルゴリズムは今後の実臨床に

即した極めて有用なものであると期待されます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 2日 ～ 2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は日本医科大学消化器内科 後藤修のもと研究終了報告日

から 5 年または最終の研究結果報告日から 3 年のいずれか遅い日まで保管いたします。保

管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人とかかわりのな

い番号などにおきかえたうえで、パスワードでロックされた CD-ROMに保存し日本医科大学

消化器内科 小泉英里子医師へ郵便書留で郵送します。 

 

【利用する試料・情報の項目】  

・年齢、性別、身長、体重、BMI、併存疾患、既往歴、内服歴、嗜好歴、レントゲン検査結

果、CT 検査結果、内視鏡検査結果、カルテ情報から得られる内視鏡治療時に切除した胃病

理組織の結果、心臓超音波検査結果、血液検査結果(血算、生化学、凝固検査) 

 

【研究代表者】 

日本医科大学消化器内科 講師 後藤修 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器内科 部長 布袋屋修 

 

【利用する者の範囲】 

日本医科大学消化器・肝臓内科 後藤修(研究責任者) 
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日本大学消化器内科 後藤田卓志(共同研究者) 

東北大学消化器内科 八田和久(共同研究者) 

浜松医科大学第二外科 竹内裕也(共同研究者) 

静岡がんセンター内視鏡科 滝沢耕平(共同研究者) 

虎の門病院消化器内科 布袋屋修(共同研究者) 

データ登録及び管理 

日本医科大学消化器内科 小泉英里子(共同研究者) 

 

【虎の門病院における試料・情報の管理について責任を有する者】 

研究責任者 虎の門病院 消化器内科 部長 布袋屋修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【虎の門病院における相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 光永豊 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門２－２－２ 

電話 03-3588-1111(代表) FAX 03-3582-7068 

内線：7289 

メールアドレス：mit.yutaka@gmil.com 

 

【研究全体の事務局および相談窓口】 

日本医科大学 消化器・肝臓内科 後藤 修  

〒113-8602 東京都文京区千駄木１－１－５ 

電話 03-3822-2131 FAX 03-5814-6289 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2005 年 1月 1 日 ～ 2018 年 12月 31日の間に、虎の門病

院消化器内科で早期胃癌を疑う病変に対し、内視鏡的粘膜下層剥離術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実証実験 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

AI を用いた内視鏡画像診断システムのプロトタイプを開発し、実証実験を行います。 

《研究に至る背景》 

現在、顕微内視鏡レベルにおいては人工知能が専門医と同等の精度を出せることが証明さ

れていますが、通常観察内視鏡では証明されていません。皮膚科領域では、ディープラーニ

ング機能を持った人工知能が専門医と同等の画像診断能力を発揮すると発表されています。

内視鏡の分野でも、専門医と同等の精度が人工知能により実現できれば、専門医不足の地域

にも精度の高い医療を提供できる可能性があると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 10月 25日 ～ 2022年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は医療法人ただともひろ胃腸科肛門科 多田 智裕のもと

研究終了後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、病理情報、内視鏡記録、動画など  

 

【研究代表者】 

医療法人ただともひろ胃腸科肛門科 多田 智裕 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、医療法人ただともひろ胃腸科肛門科と特定国立研究開発法人

産業技術総合研究所人工知能研究センター（研究責任者：野里博和）へ、パスワードをつけ

たハードディスクを手渡しで提供いたします。当該情報は内視鏡画像診断支援ソフトウェ

アの製品開発に利用いたします。 

 

【利用する者の範囲】 

がん研有明病院 平澤 俊明 

東葛辻仲病院 松尾 恵五 

ららぽーと横浜クリニック 大西 達也 

大阪国際がんセンター 七條 智聖 

埼玉医科大学国際医療センター 野中 康一 

埼玉医科大学総合医療センター 熊谷 洋一 

東京医科歯科大学 川田 研郎 

山王病院 大久保 政雄 

大阪警察病院 柄川 悟志 

仙台厚生病院 齋藤 宏章 

筑波大学附属病院 鈴木 英雄 

伊万里有田共立病院 園田 英人 

キッコーマン総合病院 田中 潤一郎 

医療法人社団俊和会寺田病院 寺田 俊明 

仙台循環器病センター 中里 雄一 

東京大学医学部附属病院 山田 篤生 

広島大学病院 岡 志郎 

医療法人社団ミッドタウンクリニック 田口 淳一 

岸和田徳洲会病院 星川 聖人 

藤沢湘南台病院 大熊 幹二 

東長崎駅前内科胃腸科クリニック 吉良 文孝 

自治医科大学附属さいたま医療センター 眞嶋 浩聡 

同愛記念病院 手島 一陽 
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よこやまＩＢＤクリニック 横山 正 

京都第一赤十字病院 山田 真也 

三愛病院 神戸 貴雅 

松島クリニック 西野 晴夫 

仙台消化器内視鏡内科クリニック泉中央院 山岡 肇 

上大岡診療所 中里 雄一 

湘南健診クリニック ココットさくら館 中里 雄一 

龍ヶ崎済生会病院 佐藤 巳喜夫 

日本医科大学 貝瀬 満 

大船中央病院 遠藤 豊 

つじもとクリニック 辻本 達寛 

浜野胃腸科外科医院 浜野 徹也 

ニコタマ大腸・肛門クリニック 黒田 敏彦 

内藤病院 内藤 雅康 

永岡医院 永岡 哲郎 

東京女子医大八千代医療センター 濱野 徹也 

筑波胃腸病院 鈴木 隆二 

あつぎ内視鏡・内科クリニック 山中 茂 

石くぼ医院 石窪 力 

お茶の水駿河台クリニック 中元 和也 

金子医院 金子 健太郎 

坂本内科医院 富田 慎二 

おきた内科クリニック 沖田 英明 

桶川中央クリニック 森田 宏 

川崎医科大学附属病院 松本 啓志 

総合川崎臨港病院 渡邊 嘉行  

順天堂大学医学部 上山 浩也 

湘南藤沢徳洲会病院 永田 充 

ＭＹメディカルクリニック 伊藤 公博 

東京逓信病院 関川 憲一郎 

筑波記念病院 池澤 和人 

埼玉医科大学病院 今枝 博之  

さいたま市民医療センター 新畑 博英 

福島県立医科大学附属病院 引地 拓人 

島根大学医学部付属病院 沖本 英子 

ふじわら内科クリニック 藤原 大輔 

なかた消化器・内科クリニック 中田 博也  

富田医院 富田 誠 
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伊月健診クリニック 藤田 葉子 

湘南鎌倉総合病院 江頭 秀人 

大網白里市立国保大網病院 木村 典夫 

自治医科大学付属病院 大澤 博之 

川崎幸病院 大前 芳男 

吉祥寺南病院 山下 重雄 

東京大学医学部付属病院 永尾 清香 

東京大学医学部付属病院 辻 陽介 

傍島外科 傍島 潤 

ティーエムクリニック 石井 賢一 

順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 竹田 努  

鳥取大学医学部付属病院 磯本 一 

佐藤医院 佐藤 俊大  

荻窪病院 林 量司  

慶応義塾大学病院 矢作 直久 

湘南記念病院 津川 周三 

かまくらクリニック 志村 純一 

新宿健診プラザ 渡邊 義行 

帝京大学医学部附属病院 小田島 慎也 

  

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 布袋屋 修  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、ご自身またはご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 1 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 野村浩介  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005年 1月 1日～2019年 4月 30日の間に、虎の門病院消化器内科で胃内視鏡的

粘膜下層剥離術（ESD）をうけた方 

 

【研究課題名】  

 腫瘍径別の胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の検討 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】  

虎の門病院・消化器内科・布袋屋 修 

 

【研究の目的】  

当院における胃 ESD の治療成績を腫瘍径別に検討することで、その特徴を評価します。 

 

【研究の背景】  

現在、ESD は早期胃癌に対する標準治療として多くの施設で行われています。胃癌治療

ガイドライン（第 5版）では、30mmを超える早期胃癌であっても潰瘍のない分化型粘膜

内癌であれば治癒切除の診断となりますが、一部でも粘膜下層浸潤や潰瘍（瘢痕）を認め

た場合には非治癒切除の判定となり追加外科切除が必要となります。また、腫瘍径の増大

に伴い、手技の難易度や偶発症の増加が予想されます。今回、当院における胃腫瘍に対す

る ESDの成績を腫瘍径別に検討することにより、その安全性と妥当性について調べる必要

があります。 

 

 



【利用するカルテ情報】 

年齢、性別、内服薬、基礎疾患の有無、ピロリ菌の除菌の有無、 

病変の部位、大きさ、病理組織所見、背景粘膜の内視鏡的萎縮の程度、 

治療時間、偶発症の発生率 

 

【研究実施期間】 2019年 9月 26日 ～ 20２1年３月３1日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。情報につきまし

ては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような

形で使用いたします。また、本研究に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたしま

す。保管期間終了後は情報の破棄を行います。 

記録・資料の保管責任者 虎の門病院消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2020年１１月30日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 野村浩介 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2008 年 1月 1 日 ～ 2017 年 12月 31日の間 に、 十二

指腸癌 のために虎の門病院消化器外科に入院し、外科的切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

十二指腸癌外科的切除例の治療成績を検証します。 

《研究に至る背景》 

十二指腸癌は稀な疾患であるため、詳細な病態や適切な治療方針はいまだ不明です。本研究

の目的は、当院および日本肝胆膵外科学会専門制度認定修練施設で十二指腸癌に対して外

科的治療を受けられた患者さんの治療成績を検証し、十二指腸癌診療の向上を図ることで

す。本研究は奈良県立医科大学を総括施設とし、多施設共同で研究を行います。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 11月 27日 ～  2021 年 12 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料はデータセンター（研究代表機関：奈良県立医科大学 消

化器・総合外科学・データセンター 井岡 真理子 duodenum@naramed-u.ac.jp・住所：

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 番地 消化器・総合外科学 医局）およびデータ

の写しを当院の研究責任者橋本雅司のもとで研究終了後 5 年間もしくは論文等の発表か

mailto:duodenum@naramed-u.ac.jp
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ら 3 年まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 奈良県立医科大学 へ USB などの記録媒体を用いて郵送

で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

（術前項目） 

 年齢，性別，体重，既往歴，肉眼型，病変部位，血液検査所見，腫瘍マーカー値等 

 （手術関連項目） 

 手術日，術式，手術時間，出血量，輸血の有無，リンパ節郭清の有無，リンパ節郭清

個数，他臓器合併切除の有無等 

 （術後項目） 

 病理診断, 術後合併症，術後在院日数，術後補助療法の内容・施行期間，最終予後確

認日，再発確認日，再発有無，再発部位，転帰，死因等 

  

 

【研究代表者】  

奈良県立医科大学 ・ 消化器・総合外科 ・ 庄 雅之  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 ・ 橋本 雅司  

 

【利用する者の範囲】 

済生会吹田病院 消化器・乳腺外科 寒原芳浩 

名古屋大学医学部附属病院 腫瘍外科 水野隆史 

兵庫県立がんセンター 消化器外科 藤野泰宏 

香川大学医学部附属病院 消化器外科 岡野圭一 

福井大学医学部附属病院 第一外科 村上 真 

京都第二赤十字病院 外科 谷口弘毅 

東京慈恵会医科大学附属病院第三病院 外科 岡本友好 

川崎市立川崎病院 内視鏡室 相浦浩一 

東京慈恵会医科大学附属病院 肝胆膵外科 古川賢英 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 外科 薄葉輝之 

市立豊中病院 外科・消化器外科 野口幸藏 

三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 水野修吾 
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大阪府済生会中津病院 外科・消化器外科 新関 亮 

弘前大学医学部附属病院 消化器外科 石戸圭之輔 

名古屋市立大学病院 消化器・一般外科 松尾洋一 

亀田総合病院 消化器外科 山田成寿 

勤医協中央病院 消化器外科 吉田 信 

仙台厚生病院 消化器外科 乙供 茂 

九州大学病院 第一外科 森 泰寿 

久留米大学病院 消化器外科 久下 亨 

京都桂病院 消化器センター・外科 西躰隆太 

大阪国際がんセンター 消化器外科 和田浩志 

新潟県立中央病院 外科 青野高志 

北野病院 消化器外科 内田洋一朗 

近畿大学医学部附属病院 外科 松本逸平 

君津中央病院 外科 海保 隆 

長野市民病院 消化器外科 関 仁誌 

金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科学 田島秀浩 

浜松医科大学医学部附属病院 第二外科 坂口孝宣 

福島県立医科大学附属病院 肝胆膵・移植外科 丸橋 繁 

広島大学病院 第一外科 中川直哉 

福井県済生会病院 外科 寺田卓郎 

岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 今井 寿 

奈良県総合医療センター 消化器・肝臓・胆のう・膵臓外科 高 済峯 

熊本赤十字病院 外科 横溝 博 

大分大学医学部附属病院 消化器外科 平下禎二郎 

東京医科歯科大学医学部附属病院 肝胆膵外科 小川康介 

静岡県立静岡がんセンター 肝胆膵外科 大木克久 

九州がんセンター 肝胆膵外科 杉町圭史 

高知大学医学部附属病院 消化器外科 並川 努 

北海道大学病院 消化器外科Ⅱ 海老原裕磨 

大垣市民病院 外科・消化器外科・小児外科・乳腺外科 前田敦行 

岡山済生会総合病院 外科 三村哲重 

和歌山県立医科大学附属病院 外科学第２講座 岡田健一 

山形大学医学部附属病院 第一外科 高橋良輔 

岩国医療センター 外科・消化器外科・乳腺外科 木村裕司 

横浜市立大学附属病院 消化器・腫瘍外科 小坂隆司 

豊橋市民病院 一般外科 平松和洋 

北里大学病院 肝胆膵外科 田島 弘 

防衛医科大学校病院 肝・胆・膵外科 永生高広 
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東北大学病院 総合外科 肝胆膵・移植グループ 川口 桂 

総合南東北病院 消化器センター 阿部 幹 

山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学 永野浩昭 

兵庫医科大学 肝・胆・膵外科 鈴村和大 

札幌厚生病院 外科 田原宗徳 

前橋赤十字病院 外科 荒川和久 

広島市立広島市民病院 外科 塩崎滋弘 

JA 尾道総合病院 外科･内視鏡外科･肛門科 天野尋暢 

日本大学医学部附属板橋病院 消化器外科 中山壽之 

JA 広島総合病院 外科 佐々木 秀 

国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科 後藤田直人 

大阪医科大学 一般・消化器外科学教室 廣川文鋭 

愛知県がんセンター 消化器外科部 奥野正隆 

呉医療センター・中国がんセンター 外科 首藤 毅 

宮崎大学医学部附属病院 肝胆膵外科 旭吉雅秀 

市立秋田総合病院 理事兼副院長 佐藤 勤 

群馬県済生会前橋病院 外科・腹腔鏡外科センター 細内康男 

新潟県立新発田病院 外科 塚原明弘 

鹿児島大学病院 消化器・乳腺・甲状腺外科 田上聖徳 

熊本大学医学部附属病院 消化器外科 山下洋市 

杏林大学医学部附属病院 消化器・一般外科 鈴木 裕 

福山市民病院 消化器外科、肝胆膵外科 日置勝義  

神戸市立医療センター中央市民病院 外科 北村好史 

埼玉県立がんセンター 消化器外科 網倉克己 

神奈川県立がんセンター 肝胆膵外科 森永聡一郎 

北九州市立医療センター 消化器外科、内視鏡外科 小薗真吾 

富山県立中央病院 外科 天谷公司 

東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・肝胆膵外科 千葉斉一 

長崎医療センター 外科 黒木 保 

熊本地域医療センター 外科 杉田裕樹 

東京女子医科大学 消化器外科学（消化器・一般外科） 樋口亮太 

JCHO 九州病院 肝胆膵外科 川本雅彦 

春日井市民病院 外科 山田美保子 

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科（肝胆膵外科） 渡邉幸博 

武蔵野赤十字病院 外科 高松 督 

島根大学医学部 消化器総合外科 川畑康成 

大阪赤十字病院 消化器外科 森 章 

新潟大学 消化器一般外科 廣瀬雄己 
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富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 吉岡伊作 

茨城県立中央病院 地域がんセンター 診療情報室 須能まゆみ 

愛媛県立中央病院 消化器外科 河﨑秀樹 

慶応義塾大学 外科学教室 一般・消化器外科 北郷 実 

名古屋セントラル病院 消化器外科 大島健司 

大阪大学医学部附属病院 消化器外科 岩上佳史 

天理よろづ相談所病院 消化器外科 待本貴文 

東京医科大学茨城医療センター 消化器外科 鈴木修司 

八尾市立病院 外科 橋本安司 

群馬大学医学部附属病院 総合外科学講座 肝胆膵外科学分野 新木健一郎 

市立函館病院 消化器外科 中西一彰 

自治医科大学付属さいたま医療センター 外科 渡部文昭 

北海道消化器科病院 外科 田本英司 

大阪警察病院 消化器外科 古川健太 

自治医科大学 消化器一般外科 三木 厚 

大分県立病院 外科 宇都宮 徹 

市立宇和島病院 外科 中村太郎 

愛媛大学 肝胆膵移植外科 坂元克考 

岩手医科大学 肝胆膵移植外科 片桐弘勝 

国立病院機構大阪医療センター 外科 宮本敦史 

聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科 小林慎二郎 

いわき市医療センター 外科 吉田 寛 

山形県立中央病院 外科 飯澤 肇 

大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科 金沢景繁 

堺市立総合医療センター 肝胆膵外科 中平 伸 

ベルランド総合病院 肝胆膵外科 小川雅生 

磐田市立総合病院 外科 落合秀人 

帝京大学 外科（肝胆膵） 川村幸代 

獨協医科大学埼玉医療センター 外科 野呂拓史 

東京医科大学病院 消化器外科 刑部弘哲 

藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科 浅野之夫 

旭川医科大学 外科 今井浩二 

福山医療センター 消化器外科 北田浩二 

大津赤十字病院 外科 廣瀬哲朗 

藤田医科大学 外科 安田 顕 

秋田大学医学部附属病院 消化器外科 打波 宇 

栃木県立がんセンター 肝胆膵外科 富川盛啓 

信州大学医学部附属病院 外科 清水 明 
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昭和大学病院 消化器・一般外科 青木武士 

松山赤十字病院 外科 的野る美 

東邦大学医療センター大森病院 外科 前田徹也 

関西医科大学 胆膵外科 里井壯平 

関西労災病院 肝・胆・膵外科 武田 裕 

名古屋第一赤十字病院 一般消化器外科 三宅秀夫 

東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 有田淳一 

岡山大学病院 消化器外科学 黒田新士 

がん研究会有明病院 肝・胆・膵外科 伊藤寛倫 

東京大学医学部附属病院 胃食道外科 山下裕玄 

   

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 1 月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科 大久保悟志  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2011年 1月 1日 ～ 2018年 12月 31日の間 に、膵疾患

のために虎の門病院消化器外科に入院・通院し、膵全摘術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

当院における膵全摘術後の短期、長期成績の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

膵全摘術の短期、長期成績を検討することで今後の膵全摘術の適応や適切な症例選択を明

らかにする。 

《研究に至る背景》 

膵臓は膵内分泌による同化と異化の制御、ならびに膵外分泌による消化の両面で、代謝栄

養をつかさどる中心的臓器であるが、膵切除により内、外分泌機能が喪失される。膵切除

の一術式である膵全摘術を施行した場合、その影響は大きいと考えられ、術後長期にわた

り血糖コントロールに不安定になるなど、術後管理に難渋する症例が存在するため、安易

に膵全摘術を行うべきでないとの認識がある。一方で、近年の新規インスリン注射薬や膵

酵素製剤の開発により膵全摘術の術後管理が以前に比べ容易になってきた側面もあり、膵

全摘術後の栄養状態や血糖コントロールも含めた短期・長期予後についてはいまだ明らか

ではない。また、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)などの新たな疾病概念と、その診断および

治療方針の確立に伴い、特に主膵管型の IPMN に対して膵全摘術を行わざるを得ないケー

スが稀ではなくなった。膵全摘術が増加してきている 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 11月 29日 ～  2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、消化器外科、大久保悟志 のもと研究

終了後 5 年間、もしくは論文等の発表から 3年まで保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

 本研究では他施設への診療情報提供を行いません。  

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

（術前項目） 

  年齢，性別，体重，既往歴，術前診断，基礎疾患（高血圧，糖尿病，脂質

異常症），血液検査所見（アルブミン，CRP，HbA1c，グリコアルブミン

値），インスリン使用量 

  （手術関連項目） 

  手術日，手術時間，出血量，リンパ節郭清の有無，神経層切離の有無，他

臓器合併切除の有無 

  （術後項目） 

術後合併症，術後在院日数，最終安否確認日，再発診断日，再発有無，再

発部位，転帰，死因，血液検査所見（アルブミン，CRP，HbA1c，グリコ

アルブミン値），インスリン使用量 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 大久保悟志  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 ・ 橋本雅司  

 

【利用する者の範囲】 

なし         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、
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開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 3月 31 日 までの間に下記の相

談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不

利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科 ・ 大久保悟志  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 1月 1 日～2011 年 12月 31 日の間に、大腸癌で原発巣手術を受けられ、腺癌

の診断がついた方 

 

【研究課題名】  

 「StageIV 大腸癌に関する多施設共同研究」 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 本研究では、十分な観察期間が見込まれる原発巣切除を施行した Stage IV 大腸癌を対象

として、集学的治療の方針やその成績を体系的に把握し、Stage IV 大腸癌に対する適切な

治療方法を明らかにすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

本邦における大腸癌死亡数は、男性 3 位、女性 1 位（2015 年：人口動態統計によるが

ん死亡データ）、罹患数（2013 年：地域がん登録によるがん生存率データからの推計値）

は、男性 3 位、女性 2 位であり、大腸癌は悪性腫瘍の中でも数多い疾患のひとつです。

進行癌や切除不能癌として発見される患者さんも多く、特に発見時にすでに遠隔転移を伴

う Stage IV 大腸癌は依然として 20～30%を占めており 2,3、適切な集学的治療の在り

方が検討されています。近年、手術治療や化学療法、放射線療法などの治療技術の進歩によ

り、様々な Stage IV大腸癌に対する集学的治療が試みられていますが、原発腫瘍や転移部

位への手術の時期、化学療法や放射線療法のレジメンや使用量、手術と化学療法、放射線療

法との組み合わせやその順序など、最適な治療方針はいまだ定まっていないのが現状です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 2月 6 日 ～  2021年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

京都大学医学部付属病院消化管外科、虎の門病院消化器外科の 2施設での多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 京都大学 消化器管外科 坂井義治 のもと研究終了

後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、データセンター（京都大学 消化器外科医局）へ、パスワード

を付与した上で、ＣＤに保存し書留郵便で送付します。また、パスワードは別途 E-mail で

送付します。データセンターにおいて、各施設で匿名化されたデータを統合し、統合データ

ベースを作成して使用します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、画像データ（MRI、CT、PET、Xp など）、薬歴、 

病理組織診断報告書、看護記録など  

 

【研究代表者】  

京都大学 ・ 消化管外科教授 ・ 坂井義治  

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器外科 ・ 的場周一郎  

【利用する者の範囲】 

京都大学  ・ 消化管外科 ・ 坂井義治 

京都大学  ・ 消化管外科 ・ 福井雄大 

京都大学  ・ 消化管外科 ・ 林佑里子 

京都大学  ・ 健康情報学 ・ 星野伸晃 

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 的場周一郎 

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 黒柳洋弥 

虎の門病院 ・ 消化器外科 ・ 前田裕介 

          

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 
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また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 3 月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

①虎の門病院 消化器外科 的場周一郎 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 

TEL：03-3588-1111 

②京都大学消化管外科 福井雄大 

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 

TEL:075-366-7595  

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院整形外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

や家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2008 年 1月１日 ～ 2018 年 12月 31 日の間に、虎の門病

院整形外科において人工関節手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 人工関節手術周術期における D dimer の血栓症検知能力の検証 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 「人工関節置換術後において血中のD dimer という値は血栓の発生をどれだけ検知で

きるのか？」を調べます。 

《研究に至る背景》 

手術後の深部静脈血栓は重大合併症の原因となりえます。そのため、そのような血栓

が生じやすい手術 — 整形外科であれば人工関節置換術など— では、血中の D dimerとい

う値を測定することで血栓の発生を検知する、という作業が多くの施設でとられています。 

一方、その血中 D dimerは手術でも上昇しやすいことが知られています。そのため術後の

血中の D dimerが高いからといって必ずしも血栓の発生を反映していない可能性がありま

す。 

このような状況を打開するためにこの研究では、術前と術後の超音波エコーによる血

栓検査の結果と血中の D dimer との値の変化を比べ、「人工関節置換術後において血中 D 

dimer の値は血栓の発生をどれだけ検知しうるのか」を調べます。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020 年 1月 9 日 ～  2021年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する
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ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 整形外科 中村正樹もと研究終了後 5 年間保管いた

します。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄しま

す。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 血液検査データ、診療記録、心電図、下肢超音波検査データ、X線画像データ、

MRI画像データ、CT データ、薬歴、看護記録。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

整形外科 中村 正樹  

      

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年６月 30 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  整形外科 渡部 紫  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 12 月 31 日の間に、虎の門病

院消化器内科で早期胃癌を疑う病変に対し、内視鏡的粘膜下層剥離術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

「胃癌 AI 診断の精度向上」のための研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

胃癌に対する、高性能な AI 診断プログラムを開発することです。 

《研究に至る背景》 

2017 年がん統計予測によると、胃癌は、罹患数で第 2 位（132,800 人）、死亡数で第 3

位（47,400 人）を占めており、依然、克服に向けた積極的な対策が必要な癌腫の一つで

す。しかし、一方で、胃癌の発見率は医師の経験年数に依存し、10 年以上の経験を積んだ

内視鏡医においても、胃内視鏡検査で約２割の胃癌を見落としていたという報告がなされ

ており、胃癌の見落としを最小限にする努力が求められます。 

近年、artificial intelligence(AI)の発展が注目され、臨床医学へ応用が試みられておりま

す。内視鏡診断の分野においては、これまで胃癌の存在診断や大腸ポリープの鑑別、

Helicobacter pylori 感染に関する AI 診断の研究が行われ、その有用性が報告されていま

す。 

本研究では、胃癌検出感度 90％を超える AI の開発を目指すとともに、早期胃癌の適応

を決めるうえで必要な、病変サイズ（病変範囲）・組織型・深達度・潰瘍所見の有無、など

の正確な診断が可能な AI の開発を行います。本研究計画を通じて、胃癌質的診断の内視鏡

自動診断システムが実用化されれば内視鏡施行当日に適切な治療方針の検討を行うことが

専門医でなくとも可能となると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 2 月 27 日 ～ 2023 年 3 月 31 日  
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【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 消化器内科 布袋屋修のもと研究終了後

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、病理所見、内視鏡記録、動画など  

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、国立情報学研究所へ、パスワードをつけたハードディスクを手

渡しで提供いたします。また、データ提供先の国立情報学研究所においては、研究終了報告

後に、登録番号などを消去し廃棄する（責任者：日本消化器内視鏡学会/京都第二赤十字病

院 田中 聖人）。 

 

【研究代表者】 

名古屋大学大学院医学系研究科 藤城 光弘 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 布袋屋 修  

 

【利用する者の範囲】 

・石川県立中央病院 ⼟⼭ 寿志 

・福島県立医科大学附属病院 引地 拓⼈ 

・山口大学医学部附属病院 ⻄川 潤 

・東京都立墨東病院 古本 洋平 

・国立病院機構函館病院 久保 公利 

・日本赤十字社京都第二赤十字病院 河村 卓⼆ 

・金沢大学附属病院 林 智之 

・愛知県がんセンター ⽥近 正洋 

・旭川医科大学病院 藤⾕ 幹浩 
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・名古屋大学医学部附属病院 古川 和宏 

・近畿大学医学部附属病院 松井 繁⻑ 

・和歌山県立医科大学付属病院 井⼝ 幹崇 

・慶應義塾大学病院 加藤 元彦 

・筑波大学附属病院 奈良坂 俊明 

・大阪市立総合医療センター 根引 浩⼦ 

・広島大学病院 ⽥中 信治 

・順天堂大学医学部附属 順天堂医院 上⼭ 浩也 

・群馬大学医学部附属病院 浦岡 俊夫 

・関西ろうさい病院 ⼭⼝ 真⼆郎 

・大阪急性期・総合医療センター 井上 拓也 

・弘前大学医学部附属病院 三上 達也 

・市立豊中病院 ⼭本 政司 

・国立国際医療研究センター国府台病院 ⽮⽥ 智之 

・虎の門病院 野村 浩介 

・東北大学病院 八田 和久 

・昭和大学藤が丘病院 山本 頼正 

・春回会井上病院 大仁田 賢 

・東京大学医学部附属病院 辻 陽介 

・愛媛大学医学部附属病院 富田 英臣 

・国立がん研究センター中央病院 小田 一郎 

・長崎みなとメディカルセンター 本田 徹郎 

・周東総合病院 清時 秀 

・福井県立病院 青柳 裕之 

・東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 加藤 正之 

・神戸大学医学部附属病院 森田 圭起 

・大阪市立大学医学部附属病院 永見 康明 

・国立がん研究センター東病院 矢野 友規 

・斗南病院 住吉 徹哉 

・静岡県立静岡がんセンター 小野 裕之 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 
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【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、ご自身またはご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2022 年 11 月 30 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 野村浩介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2014 年 1 月 1 日～2019 年 8 月 31 日の間に、多発性嚢胞腎の

ために虎の門病院分院腎センターに入院・通院された方 

 

【研究課題名】  

多発性嚢胞腎患者における肝臓動脈塞栓術施行有無による嚢胞感染発症と生命予後に関す

る疫学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

肝 TAEを施行した多発性嚢胞腎・嚢胞肝患者さんおよび肝 TAEを施行しなかった多発

性嚢胞腎・嚢胞肝患者さんについて、嚢胞感染の発症の頻度と予後に関する疫学的検討を

行うことを目的としています。 

《研究に至る背景》 

多発性嚢胞腎は透析導入患者の 3-5%を占める重要な疾患です。進行性に腎臓・肝臓の

多発性嚢胞が増大し、低栄養および他の合併症により致死的な経過を辿ることが知られて

います。 

当院では、院内倫理委員会の承認のもと、1,000 例を超える巨大嚢胞腎・嚢胞肝患者に

対して腎臓・肝臓の経カテーテル的動脈塞栓術(TAE)を施行し、国際的にも高い評価を得て

きました。しかし肝 TAEを施行した患者において、治療後に嚢胞感染を発症する可能性が

高まるかについて、また治療を行っていない多発性嚢胞腎患者と比較して嚢胞感染を発症

する可能性が高いかについて、検討は行われておらず、臨床上重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 12月 27日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 乳原善文のも

と 2021年 3月 31 日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CT 画像データ、MRI画像データ、薬歴など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 乳原善文 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 乳原善文 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 乳原善文 

虎の門病院分院 腎センター内科 受託研修医 小田康弘 

虎の門病院   腎センター内科 部長 星野純一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 2月 28日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 腎センター内科 小田康弘  代表電話番号  044-877-5111 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一  代表電話番号  03-3588-1111 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科および消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

分もしくはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「ご自分のもしくはご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： １９８２年４月１日 ～ ２０2６年３月３１日の間 に、 糖尿

病もしくは膵腫瘍 のために虎の門病院内分泌代謝科もしくは消化器外科に入院・通院し、 

剖検もしくは膵切除手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 糖尿病および膵腫瘍患者膵におけるエンテロウイルスＲＮＡおよび腸内細菌の遺伝子配

列の同定  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 目的 剖検膵の組織にエンテロウイルス（腸内にいるウイルス）のＲＮＡ配列および腸

内に存在する細菌（大腸菌など）が侵入しているか否かを明らかにするため、その遺伝子を

同定することが目的です。 

《研究に至る背景》 

最近、腸内にいる細菌やウイルスが糖尿病や膵腫瘍などの原因になっているという学

説が出てきたので糖尿病と膵腫瘍の膵臓でウイルスや腸内にいる細菌が、膵臓の中まで侵

入しているか否かを明らかにすることになりました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 1月 15 日 ～ 2027 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究（虎の門病院と東京農工大学、山梨大学医学部附属病院） 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・試料は 虎の門病院 小林哲郎、東京農工大学 水谷哲也、山
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梨大学 河野寛 のもと研究終了（2027 年３月３１日）まで保管いたします。保管期間終

了後、本研究に関わる記録・試料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等におきかえたうえで、東京農工大学農学部へ郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ 

検体（試料）：病理膵組織  

 

【研究代表者】  

虎の門病院内分泌代謝科 小林哲郎 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

内分泌代謝科 森保道 

 

【利用する者の範囲】 

東京農工大学・農学部・水谷哲也、山梨大学医学部附属病院・河野寛 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、ご自分またはご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 9 月 30 日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  内分泌代謝科  小林哲郎  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分やご家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 12 月 31 日の間に、造血器疾患のために虎の門病院

血液科に入院・通院し、肺炎に対して胸腔鏡下肺切除術を行った後に同種造血細胞移植を受

けられた方 

 

【研究課題名】 

治療抵抗性の限局性肺炎に対して胸腔鏡下肺切除術を施行後に同種造血細胞移植を行

った症例の解析 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

治療抵抗性の限局性肺炎に対して胸腔鏡下肺切除後に同種造血細胞移植を行った症例を解

析し、移植前の肺炎病巣切除の安全性と有効性について検討することを目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

治療抵抗性の肺炎を持っている患者さんで、その病巣が肺の一部に限局している場合に外

科的切除が検討されることがあります。一方で、造血器疾患を同種造血細胞移植で治療す

る場合、移植治療前の肺炎は移植治療の大きな妨げになります。そのため、移植前に発症

した肺炎の病巣が肺の一部に限局している場合、理論上は移植治療前に限局性肺炎の外科

的切除を行い、感染症のコントロール後に同種造血細胞移植を行えば良いと考えられます

が、実際にそのようにして移植治療を行った症例の報告は極めて限られます。したがって、

本研究から得られる結果は、移植前に治療抵抗性の限局性肺炎を持っている患者さんにも

移植治療を提供できる可能性を示す重要な情報になると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 3月 4 日 ～ 2025 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 



 

 

2017.8 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わる記

録・資料は虎の門病院・血液内科・谷口 修一のもと研究成果発表後 5 年間保管いたしま

す。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診療記録、薬歴、画像データ 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。また、ご自身

やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対

象といたしませんので、2020 年 6 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し出くだ

さい。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはあり

ません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・高木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2007年 1月 1日 ～ 201９年 12月 31日の間に、多発性嚢

胞腎（ADPKD）による腎不全のために虎の門病院分院腎センターに入院し、血液透析また

は腹膜透析を初めて開始された方、または、腎動脈塞栓術を受けた患者さんです。 

 

【研究課題名】 

常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）における嚢胞肝容積と肝動脈血流量の関係について

の研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

・肝動脈血管容積と嚢胞肝の肝容積の関係を調べること 

 

《研究に至る背景》 

 常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）は最多の遺伝性腎疾患であり、本邦の人工透析患

者のうち、約１万人が ADPKD 患者です。腎機能の低下とともに腎腫大が進行し、しかも

腎不全の進行とともに加速度的に腎容積が増大することが知られています。多発性嚢胞肝

（PLD）は、ADPKD の腎外病変としては、最も頻度が高い病変です。ADPKD 患者の PLD

の頻度は、年齢が進むにつれて高くなり、40歳では 90%の ADPKD患者が少なくとも 1

個以上の肝嚢胞を有すると報告されています。ADPKD 患者の中には、腫大腎以上に巨大

な腫大肝を有する患者もしばしば見受けられます。著明な腫大肝の患者さんは、腹部膨満症

状による食欲低下、生活の質（QOL）の低下に併せて、嚢胞感染症も大きな問題となり、

嚢胞感染症で何度も入退院を繰り返すようになります。肝腫大の原因や予防方法が模索さ

れてきましたが、今なお肝腫大の有効な予防法は確立していません。 

多発性嚢胞腎において、腎動脈血流量が腎嚢胞容積増大速度に相関することが強く示唆

されていますが、多発性嚢胞肝で肝動脈血流量と肝嚢胞容積増大速度との関係を表した研

究は存在しません。我々は、ADPKD の肝腫大が肝動脈血流量の増加を介して起きている

と考え、肝動脈血流量と肝嚢胞容積の増大速度の関係を調べることにしました。この研究に

より、肝動脈血流量を減らすことが嚢胞肝の治療として有効であることが示され、厳格な血

圧管理が重要であることが証明できます。これにより、嚢胞肝の治療方法は大きく変わる可
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能性があります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 4月 9日 ～  202２年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。腹部 CT 画像の解析の際

に外部の業者に委託しますが、院外に画像データを出す際には、画像を匿名化し、さらにパ

スワードを付けて CDに保存し、外部業者に送ります。業者では画像解析後、速やかに復元

不可能な方法でデータを消去するように指示します。（委託業者：株式会社 PixSpace、代

表取締役：阪本剛）委託業者からの測定結果は、メールで受領しますが、パスワードを設定

し、パスワードは別メールで受け取るようにします。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院腎センター、保管責任者 諏訪部達也

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

CT・MRIデータ、血液検査データ、診療記録、薬歴、看護記録 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】  

虎の門病院分院腎センター 澤直樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が
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生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター内科 諏訪部達也 

〒213-8587 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 

電話 044-877-5111(代表) 

研究の対象となる方又はその代理人様からのご質問、ご要望をお受け致します。 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1981年 1月 1日～2016年 12月 31日の間に、虎の門病院分院

腎センターにて 40歳未満の時に腎生検を受けて膜性腎症と診断された方 

 

【研究課題名】  

腎生検にて膜性腎症と診断された若年患者の背景因子および生命予後に関する疫学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

腎生検にて膜性腎症と診断された若年発症の膜性腎症患者さんについて、背景因子およ

び予後に関して疫学的検討を行うことを目的としています。 

《研究に至る背景》 

膜性腎症はネフローゼ症候群の主要な原疾患の一つであり、悪性腫瘍、自己免疫疾患、

感染症などに続発する二次性膜性腎症と、発症契機が明らかでない原発性膜性腎症に分け

られます。特に高齢発症のネフローゼ症候群の原疾患として膜性腎症の頻度が高いことが

知られていますが、若年発症の膜性腎症は比較的少ないため原疾患等の背景因子や生命予

後について考察を行った報告が少なく、臨床上重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 5月 8日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと

2021年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は
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個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、腎生検病理標本、CT画像データ、薬歴など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹、乳原善文、小田康弘 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 5月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-877-5111 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一  代表電話番号  03-3588-1111 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通

常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1981年 1月 1日～2016年 12月 31日の間に、虎の門病院腎セ

ンターにて 40歳未満の時に腎生検を受けて膜性腎症と診断された方 

 

【研究課題名】  

腎生検にて膜性腎症と診断された若年患者の背景因子および生命予後に関する疫学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

腎生検にて膜性腎症と診断された若年発症の膜性腎症患者さんについて、背景因子およ

び予後に関して疫学的検討を行うことを目的としています。 

《研究に至る背景》 

膜性腎症はネフローゼ症候群の主要な原疾患の一つであり、悪性腫瘍、自己免疫疾患、

感染症などに続発する二次性膜性腎症と、発症契機が明らかでない原発性膜性腎症に分け

られます。特に高齢発症のネフローゼ症候群の原疾患として膜性腎症の頻度が高いことが

知られていますが、若年発症の膜性腎症は比較的少ないため原疾患等の背景因子や生命予

後について考察を行った報告が少なく、臨床上重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 8日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと

2021年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は
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個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院腎センターへＣＤに保存し書留郵便で送付し

て提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、腎生検病理標本、CT画像データ、薬歴など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 腎センター内科 部長 星野純一 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹、乳原善文、小田康弘 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 5月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一  代表電話番号  03-3588-1111 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-877-5111 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2014 年 6 月 1 日～2019 年 6 月 30 日の間に、多発性嚢胞腎の

ために虎の門病院分院腎センターに入院・通院され、トルバプタンを内服された方 

 

【研究課題名】  

多発性嚢胞腎に対しトルバプタンを内服した患者における肝機能障害と生命予後に関する

疫学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

トルバプタンを内服した多発性嚢胞腎・嚢胞肝患者さんについて、肝機能障害の発症の

頻度や背景因子および予後に関して疫学的検討を行うことを目的としています。 

《研究に至る背景》 

多発性嚢胞腎は透析導入患者の 3-5%を占める重要な疾患です。進行性に腎臓・肝臓の

多発性嚢胞が増大し、低栄養および他の合併症により致死的な経過を辿ることが知られて

います。 

トルバプタンは、心不全および肝硬変における体液貯留に対して保険適応があり利尿薬

として使用されてきましたが、多発性嚢胞腎の腎容積減少を期待できる初めての内服薬と

して本邦では世界に先駆けて 2014年 3月に適応拡大が認められました。トルバプタン内

服の副作用として一定の頻度で肝機能障害を来たすことが知られていますが、多発性嚢胞

腎患者におけるトルバプタン内服開始後の肝機能障害について考察を行った報告は少なく、

臨床上重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 5月 8日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと

2021年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CT画像データ、MRI画像データ、薬歴など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹、乳原善文、小田康弘 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 5月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-877-5111 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一  代表電話番号  03-3588-1111 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通

常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2014 年 6 月 1 日～2019 年 6 月 30 日の間に、多発性嚢胞腎の

ために虎の門病院腎センターに入院・通院され、トルバプタンを内服された方 

 

【研究課題名】  

多発性嚢胞腎に対しトルバプタンを内服した患者における肝機能障害と生命予後に関する

疫学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

トルバプタンを内服した多発性嚢胞腎・嚢胞肝患者さんについて、肝機能障害の発症の

頻度や背景因子および予後に関して疫学的検討を行うことを目的としています。 

《研究に至る背景》 

多発性嚢胞腎は透析導入患者の 3-5%を占める重要な疾患です。進行性に腎臓・肝臓の

多発性嚢胞が増大し、低栄養および他の合併症により致死的な経過を辿ることが知られて

います。 

トルバプタンは、心不全および肝硬変における体液貯留に対して保険適応があり利尿薬

として使用されてきましたが、多発性嚢胞腎の腎容積減少を期待できる初めての内服薬と

して本邦では世界に先駆けて 2014年 3月に適応拡大が認められました。トルバプタン内

服の副作用として一定の頻度で肝機能障害を来たすことが知られていますが、多発性嚢胞

腎患者におけるトルバプタン内服開始後の肝機能障害について考察を行った報告は少なく、

臨床上重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 8日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと

2021年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院腎センターへＣＤに保存し書留郵便で送付し

て提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CT画像データ、MRI画像データ、薬歴など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 腎センター内科 部長 星野純一 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹、乳原善文、小田康弘 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一 

 

【利益相反開示】 

虎の門病院腎センター内科部長の星野純一は、大塚製薬から受託研究費を授受しています。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 5月 31日までの間に下記の相談窓口まで
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お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

【相談窓口】 

虎の門病院   腎センター内科 星野純一  代表電話番号  03-3588-1111 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-877-5111 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身かご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分やご

家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2001 年 1月 1 日 ～ 2015 年 12月 31日の間 に、食道癌

術後の再建胃管癌のために虎の門病院消化器外科および消化器内科に入院・通院し、治療を

受けられた方 

【研究課題名】  

食道癌手術後の異時性胃癌（胃管癌）に対する全国実態調査  

【研究の目的・背景】   

《目的》 

①後ろ向き多施設共同調査により、本邦における胃管癌診療の実態を把握すること。 

②治療成績向上のための、スクリーニングや治療に必要な指針を提案する。 

《研究に至る背景》 

食道癌の手術成績の向上とともに長期に生存する症例が増加し、主要な再建臓器であ

る胃に術後しばらくして癌が発生する、いわゆる異時性胃癌（胃管癌）がみつかるこ

とが増えています。早期に診断されれば内視鏡的治療で治癒することができますが、

進行した症例では手術が必要になることもあり、その際の手術方法やリンパ節郭清の

範囲、治療成績などについては、いまだに実態が不明であります。 

これまでに、単一の施設からの胃管癌の報告は数多くありますが、いずれも少数例で

あり、多施設での症例を集積した多数例の報告はいまだにありません。世界的に見ても

まとまった報告は見られておらず、内視鏡診断、内視鏡治療や外科手術において国際的

にも指導的立場にある日本食道学会から情報発信する意義は大きいと考えております。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 29 日 ～ 2021 年 3 月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は九州がんセンター 藤 也寸志、虎の門病院 消化器外

科 上野正紀 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わ

る記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わり

のない番号等におきかえたうえで、 九州がんセンターへ匿名化されたデータとして

提供いたします。 

（1）提供先の機関および提供内容 

機関名：独立行政法人国立病院機構九州がんセンター院長 
 

責任者職名・氏名：藤 也寸志 

提供内容：各種臨床データ） 

 
 

（2）提供元の機関 

本研究に参加する各施設（別紙参照） 
 

（3）提供する情報の提供方法 

□直接手渡し ■郵送・宅配 □FAX □電子的配信（e-mail, web等） 

□その他（ ） 

 

パスワードを付与しＣＤに保存し書留郵便で九州がんセンターへ匿名化されたデー

タとして送付し、別途パスワードはメールで送付します。 
 

 

【利用する診療情報】  

【治療前情報】 

①年齢・性別 

②食道癌に対する手術術式（胃管の種類：全胃・亜全胃・細径、再建経路、吻合法） 

③食道癌の病理組織学的因子（組織型、TNM、進行度） 

④手術から診断までの日数とフォローアップの方法・頻度（特に上部消化管の精査） 

⑤胃管癌の発見の契機と診断法 

⑥H.pylori 保菌状態 

⑦喫煙歴、飲酒歴 

⑧胃管癌の部位（ステープルラインとの関係も含む）、肉眼型、組織型、治療前進行度 

⑨他臓器の重複癌の有無および時期 

【治療情報】 
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①治療法（内視鏡的切除、外科的切除、非切除治療） 

②非切除治療の内容、期間 

③内視鏡的切除の場合の術式（切除法、切除径、根治度転帰・最終確認日） 

④外科的切除の場合の手術術式（切除範囲、再建臓器・再建術式と経路、胸腔鏡下／縦

隔鏡下の併用、など）、補助療法の有無 

【治療後情報】 

①胃管癌の組織型、TNM（とくにリンパ節転移の部位と個数）、切除度 

②治療中/後の合併症 

③転帰・最終確認日 

④再発の状況（食道癌か胃管癌の再発か、再発時期、再発部位） 

研究事務局においてデータを取りまとめ、解析する。 

 

【研究代表者】  

研究代表者：藤 也寸志 

独立行政法人国立病院機構九州がんセンター院長 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 部長  上野正紀  

 

【利用する者の範囲】 

全国の食道外科専門医認定施設         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 8 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科  大倉 遊  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター内科及び虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を

実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内

をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問

がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思い

になりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2014 年 5 月 1 日 ～ 2019 年 9 月 30 日の間 に、 常

染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD） のために虎の門病院腎センター内科または虎の門病

院分院腎センター内科に入院・通院された方 

 

【研究課題名】  

本邦の ADPKD患者における CKD G5期の実態調査（ADPKD G5レジストリー） 

 

【研究の目的・背景】   

ADPKD は、加齢とともに両側腎臓に多数の嚢胞が進行性に発生・増大し、腎機能低下

を伴う疾患です。トルバプタンは、ADPKD 患者さんの腎嚢胞増大ならびに腎不全進行を

抑制できる唯一の治療薬として世界に先駆けて本邦で初めて保険収載され、多くの

ADPKD 患者さんに使用されています。本邦における内服適応基準は eGFR≧15（CKD 

G4 期まで）であり、実際世界的にもトルバプタン内服による eGFR≧15（CKD G4期ま

で）における腎機能悪化抑制効果は示されています。しかし、eGFR≧15（CKD G4 期ま

で）でトルバプタンを内服していたかどうかにより、eGFR＜15（CKD G5 期；トルバプ

タン内服適用外）での腎機能障害進行度に違いがあるのかどうかに関する実態は報告され

ていません。 

CKD G5 期に至った ADPKD 患者さんについて、通常診療で得られる臨床データの登

録を行い、ADPKD G5レジストリー（ADPKD-G5R：Autosomal Dominant Polycytic 

Kidney Disease G5 Registry）を構築し、ADPKD G5期患者の実態を全国レベルで明ら

かにすることを目的とします。具体的には、症例毎に臨床所見、血液・尿検査所見などを登

録しデータベースを作成します。登録された情報を基に、CKD G4 期までにおけるトルバ

プタン内服の有無による CKD G5期で腎機能障害進行度の違いを調査します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 18 日 ～  2021年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院腎センター内科・関根章成 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえます。虎の門病院分院患者さんのデータは虎の門病院腎センター内

科・関根章成 へ暗証番号付きUSB メモリなどのメディアに入れ郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、MRI画像データ、CT 画像データ、薬歴、看護記録など 

 

【利益相反について】 

虎の門病院におけるこの研究の実施者は大塚製薬(株)から多発性嚢胞腎に関する受託

研究費を受領していますが、大塚製薬(株)は、本研究の実施、解析、報告に係わること

はないため、研究結果が大塚製薬(株)に有利に歪められることはありません。 

この研究の研究責任者および研究者は、利益相反マネジメント委員会に必要事項を申

請し、その審査を受けています。 

 

【研究代表者】  

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）「難治性腎

疾患に関する調査研究」（研究代表者：新潟大学大学院医学研究科 腎臓内科・教授 成田

一衛）「疾患登録・調査研究分科会 多発性嚢胞腎ワーキンググループ」 

順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科・特任教授 武藤 智 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

腎センター内科・星野純一 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

腎センター内科・諏訪部達也 

 

【利用する者の範囲】 

東京女子医科大学多発性嚢胞腎病態研究部門・特任教授 望月 俊雄 

北海道大学病院内科II・診療准教授 西尾 妙織 

東京慈恵会医科大学総合心療内科・准教授 花岡 一成 
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済生会松阪総合病院腎臓センター・センター長 石川 英二 

京都医療センター腎臓内科・医長 瀬田 公一 

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科・助教 内山 清貴 

日本赤十字社医療センター腎臓内科・非常勤 内山 清貴 

筑波大学医学医療系腎臓内科学・講師 甲斐 平康 

大阪府済生会中津病院腎臓内科・診療副部長 嶋津 啓二 

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・講師 仲谷 慎也 

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター・部長 日高 寿美 

東京大学 腎臓・内分泌内科・助教 本田謙次郎 

藤田医科大学医学部腎臓内科学・臨床准教授 林 宏樹 

順天堂大学大学院医学研究科電子医療情報管理学講座・協力研究員 島田 陽介 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 7 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    腎センター内科 ・ 関根章成  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター内科 ・ 諏訪部達也  

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

または家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１3年１月１日 ～ ２０１９月 1２月 3１日の間に、潰瘍性

大腸炎に対して虎の門病院消化器内科で入院もしくは外来で、JAK阻害薬（商品名：トフ

ァシチニブ）、抗α4β7インテグリン抗体製剤（商品名：エンタイビオ）と抗 TNF-α抗体

製剤（商品名：インフリキシマブ、ヒュミラ、シンポニー）で治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

潰瘍性大腸炎に対する新規薬剤（JAK阻害薬、抗α4β7インテグリン抗体製剤）と抗 TNF-

α抗体製剤の寛解導入率と寛解維持率の比較検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

新規薬剤であるトファシチニブとエンタイビオと既存の抗 TNF-α抗体製剤（商品名：

インフリキシマブ、ヒュミラ、シンポニー）による寛解導入率と寛解維持率の違いを明らか

にすることです。 

 

《研究に至る背景》 

近年、難治性の潰瘍性大腸炎に対して新規の薬剤が保険適応となり、治療の選択肢が増

えてきています。寛解導入や寛解維持に関する多くの臨床試験では、その薬剤の有効性は示

されていますが、どちらの有効性が高いかを示す試験はほとんどありません。そのため、明

確な使い分けがない状況となっています。今回、新規薬剤と既存の治療薬として難治性の潰

瘍性大腸炎に対して多く用いられてきた抗 TNF-α抗体製剤間で寛解導入率や寛解維持率

を比較することで、今後の適切な治療選択肢に寄与することが期待されます。 

 

寛解：潰瘍性大腸炎の症状がない状態 

寛解導入率：治療を行って症状が寛解した方の割合 

寛解維持率：治療を行って症状が寛解した方の中で、寛解を維持している方の割合 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 14日 ～  ２０2１年１２月３1日  
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、早坂 淳之介 のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療録、看護記録、薬歴、内視鏡記録、検査データなど  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 松井 啓  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年１２月３１日 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 早坂 淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

または家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１1 年１月１日 ～ ２０１９月 1２月 3１日の間に、腸管型

ベーチェット病に対して虎の門病院消化器内科で入院もしくは外来で治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

腸管型ベーチェット病における臨床的寛解時の内視鏡所見と再燃に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 腸管型ベーチェット病における臨床的寛解時の内視鏡所見とその後の再燃との関係を評

価し、治療目標としての内視鏡所見を明らかにし、今後の診療に寄与することです。 

 

《研究に至る背景》 

腸管型ベーチェット病は難治性炎症性腸疾患です。稀少疾患であり、ガイドライン上も

治療目標として明確な内視鏡所見などはありません。 

潰瘍性大腸炎やクローン病といった似たような炎症性腸疾患においては、内視鏡的に

腸管の粘膜が治癒をすることでその後の予後が良いことが示されています。そのため、腸管

の粘膜を治癒することが治療目標となっています。一方、腸管型ベーチェット病においては

粘膜が治癒することの有効性に関しては少数の報告だけです。また、内視鏡所見と重症度が

あまり関係しないことが知られています。そのため、治療目標として内視鏡所見や粘膜が治

癒することの有効性に関しては不明な点が多いです。 

 今回、臨床的寛解時の内視鏡所見と再燃との関係を検討することで、治療目標として

の内視鏡所見を検討し、今後の診療に寄与することが期待されます。 

 

臨床的寛解：病状が非常に落ち着いている状態。 

再燃：病状が悪化すること。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 14 日 ～  ２０2１年１２月３1 日  
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、早坂 淳之介 のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療録、看護記録、薬歴、内視鏡記録、検査データなど  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 松井 啓  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年１２月３１日 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 早坂 淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2007 年 1 月 1 日 ～ 2008 年 12 月 31 日の間 に、表在型

食道癌のために虎の門病院消化器内科に入院・通院し、内視鏡的粘膜下層剥離術を受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

食道癌内視鏡治療後の食道, 咽頭異時多発リスク因子についての検討 

 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

食道癌内視鏡治療後に食道, 咽頭に異時多発をきたすリスク因子の評価を行うこと. 

《研究に至る背景》 

表在型食道癌は内視鏡治療により長期予後が期待されるが [Ono S, et al. 

Gastrointest Endosc. 2009], 高率に咽頭 , 食道への異時多発をきたすとされている

[Kikuchi D, et al. Esophagus. 2020]. これまで異時多発のリスクとして男性, まだら食

道 , 飲酒歴 , フラッシャーなどの報告があるが[Katada C, et al. Gastroenterology. 

2016;151:860-869], 病理所見について言及した報告は認められない. 臨床所見のみな

らず病理学的所見の中にも異時多発をきたすリスク因子が存在するのか否かを検討する必

要がある.  

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6 月 30 日 ～  2022 年 3 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌
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等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院消化器内科部長菊池大輔のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究は該当しない.  

 

【利用する診療情報】  

診療記録, 内視鏡画像, 病理所見レポート, 血液検査結果(栄養, 肝障害, 血算) 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 菊池大輔  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

または家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１4年 4月１日 ～ ２０１９月 7月 3１日の間に、潰瘍性

大腸炎に対して虎の門病院消化器内科で入院で、ステロイド大量静注療法を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

潰瘍性大腸炎における発症年齢とステロイド大量静注療法の効果との関連 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

活動性潰瘍性大腸炎（UC）におけるステロイド大量静注療法の効果が UCの発症年齢

と関連しているかを明らかにすることです。 

 

具体的には高齢発症 UC と非高齢発症 UC におけるステロイド大量静注療法の効果を

比較検討し、併せて、その他の患者因子についても同様に比較検討します。 

この研究によって、活動性 UC に対してステロイド大量静注療法を施行する際は、発

症年齢を加味した診療の必要性を明らかにすることが期待できます。 

 

《研究に至る背景》 

UC は比較的若い年齢層で発症する疾患ですが、近年では高齢期になって初めて発症す

る方が増加しており、世界的に問題となっています。実際に、最近の研究報告では高齢発症

の UC の方が非高齢発症の UC よりも発症後 1 年以内に手術となるリスクが高いことが示

されています。しかし、発症年齢の異なる UCの間では、さまざまな病気の特性が異なるこ

とが知られており、さらに薬の効果も年齢により異なるため、同じ治療が行われても同じく

らいの効果が得られていない可能性があります。 

ステロイド大量静注療法は、重症化した UC 患者に対して高い有効性を示す治療であ

り、外科手術を回避するための重要な治療です。そのため、UCの発症年齢と手術を回避す

るための治療であるステロイド大量静注療法の有効性・安全性との関連を確認することは

重要であり、治療効果に差があるようであれば発症年齢を加味した診療を検討することで

予後を改善する可能性が期待されます。 
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【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 5日 ～  ２０25年 3月３1日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は京都大学大学院医学研究科 山本 洋介のもと研究終了

後 10 年間(2035 年 3 月 31 日)以上保管し、破棄は予定していません。虎の門病院では

松井 啓 のもと研究終了後 ５ 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、診療情報の持ち出し先：京都大学大学院医学研究科 社会健康

医学系専攻 医療疫学分野へ方法：パスワードでロックされた情報を電子メールで提供し

ます。 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療録、看護記録、薬歴、内視鏡記録、検査データなど  

 

 

【研究代表者】 

山本 洋介 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 松井 啓  

 

【利用する者の範囲】 

研究責任者 

山本 洋介 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野 

 

主任研究者 
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岡林 慎二  京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野  

 

共同研究者 

佐上 晋太郎 北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター 

富永 圭一   獨協医科大学医学部 内科学 消化器 講座 

三浦 みき    杏林大学医学部 消化器内科学 

山崎 大   京都大学大学院医学研究科 地域医療システム学講座 

小林 拓   北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター 

福澤 誠克    東京医科大学 消化器内科学分野 

守屋 圭      奈良県立医科大学 消化器内科学講座 

山口 純治    愛知医科大学病院 消化管内科 

高橋 索真    香川県立中央病院 消化器内科 

尾関 啓司    名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器代謝内科学 

藤谷 幹浩    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 

横山 薫      北里大学医学部 消化器内科学 

大内 佐智子  製鉄記念広畑病院 内科・消化器内科 

三枝 陽一    独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 消化器内科 

竹中 健人    東京医科歯科大学 消化器内科 

野明 俊裕    社会医療法人社団高野会くるめ病院 

松井 啓      国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 消化器内科（胃腸） 

新崎 信一郎  大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

松岡 克善    東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 

宮崎 亮佑    東京慈恵会医科大学 内科学講座 消化器・肝臓内科 

小柏 剛      国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 消化器内科 

南條 宗八    富山大学学術研究部医学系 内科学第三講座 

澤田 つな騎  名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部 

山本 修司    京都大学医学部附属病院 消化器内科 

根来 裕二    高知医療センター 消化器内科 

福田 知広   慶応義塾大学病院 消化器内科 

吉岡 京子   国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 消化器内科 

仲瀬 裕志    札幌医科大学医学部 消化器内科学講座 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 
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本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年１２月３１日 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 早坂 淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自分やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００６年１月１日 ～ ２０１０年１２月３１日の間 に、 表

在型食道癌 のために虎の門病院消化器内科に入院し、内視鏡治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 表在型食道扁平上皮癌の転移リスク因子に関する臨床病理学的検討 

 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

内視鏡的治療を施行した表在型食道扁平上皮癌において，追加外科切除すべきか否かを

評価するための病理組織学的リスク因子を明らかにすることです． 

《研究に至る背景》 

本邦では，深達度が粘膜下層までにとどまる食道癌を表在癌といいます．この表在癌のう

ち，特に深達度 SM1までの表在癌は内視鏡的治療の対象となりえます．深達度 EPおよび

LPMの癌はリンパ節転移率が極めて低いですが，深達度MM癌では8%，SM1癌では17%

にリンパ節転移が認められます．したがって，内視鏡的切除した食道癌の病理標本で深達

度がMM, SM1と評価された症例は，追加切除が必要か否かの判断を求められます．また，

深達度 LPM癌であってもごく稀にリンパ節転移を示すことがあります．そこで，どのよう

な病理組織学的所見があればリンパ節転移リスクが高いかを明らかにする必要があります．

本研究では表在型食道扁平上皮癌の転移リスク因子を明らかすることで，内視鏡的切除後

の追加切除を考慮する際の食道癌の診療に寄与する貢献度は大きいと考えられます．  

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 6月 9日 ～  ２０２２年 3月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 保管責任者である研究代表者 東京都健康長寿医療

センター 病理診断科 部長 新井 冨生及び虎の門病院 消化器内科 部長、布袋屋修の

もと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個

人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのな

い番号等におきかえたうえでパスワードを付与し、東京都健康長寿医療センターへ電子メ

ールで提供いたします。別途パスワードはメールで送付します。 

検体（試料）は各施設が集まり評価が必要と判断した場合には会議場所へ(各施設もしくは

学会会場)へ直接持参します。 

 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、MRI 画像データ、CTデータ、薬歴、病理結果など 

検体：病理組織  

 

 

 

【研究代表者】  

東京都健康長寿医療センター・病理診断科・部長・ 新井 冨生 

  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院消化器内科部長、布袋屋修 

 

【利用する者の範囲】 

昭和大学横浜市北部病院病理診断科      根本哲生 

PCL JAPAN 病理・細胞診センター     大倉康男 

  国立病院機構大阪医療センター臨床検査診断部 眞能正幸 

順天堂大学医学部人体病理病態学       八尾隆史 

がん研究会有明病院病理部          河内 洋 

新潟県立がんセンター新潟病院病理診断科   渡邉 玄 

  滋賀医科大学分子診断病理学         向所賢一 

  京都第一赤十字病院病理診断部        柳澤昭夫 
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  埼玉県立がんセンター病理診断科       神田浩明 

  東北大学病院病理診断科           藤島史喜 

      

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、２０２１年３月３１日までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 早坂 淳之介 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

または家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１０年１月１日 ～ ２０１９月１２月 3１日の間に、急性下

部消化管出血の治療目的で入院した方。 

 

【研究課題名】  

大規模データベース構築から明らかにする急性下部消化管出血患者のクリニカルアウトカ

ムの実態とその関連因子の解明：多施設共同後ろ向き研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

急性下部消化管出血患者の短期(30 日以内)及び長期(3１日以降)の再出血、血栓塞栓

症、死亡の実態及びそれに関連する原因を明らかにすることです。 

 

《研究に至る背景》 

急性下部消化管出血の予防薬は今のところありません。そのため、一旦止血が得られて

も頻繁に再出血を繰り返すことが最も重要な問題点です。その再出血率は、治療後早期（30

日目）で約 25%、長期（1 年目）で約 20%と極めて高くなっています。また、とくに大

腸憩室出血は、出血が多く、血圧が低下する場合や輸血を必要とする場合が多く、頻繁に救

急対応や入院が必要になります。さらに、急性下部消化管出血を起こした方は、出血を起こ

さなかった方と比べ、血栓塞栓症や死亡のリスクが高くなります。 

しかし、急性下部消化管出血の入院における診断、治療及び再発予防などに関する質の

高い報告は少ないのが問題です。世界では、急性下部消化管出血の診療データ構築が始まっ

ています。しかし、そのデータは CTや内視鏡診断率が極めて低く、治療率が低いなど日本

の診療にはあてはまらないものがみられます。そこで、日本の急性下部消化管出血診療の特

徴を含めたデータ構築が必要と考え、日本全国で多施設共同研究を立ち上げました。大規模

データから急性下部消化管出血患者の短期(30日以内)及び長期(3１日以降)の再出血、血栓

塞栓症、死亡の実態及びそれに関連する原因を明らかにします。そして、これまでの治療に

関する妥当性の証明や、新しくかつ有用な治療の提案を作り出せることが期待できます。 
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急性下部消化管出血：頻回または多量の血便・暗赤色便を呈し、小腸や大腸からの消化管出

血 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 28日 ～  ２０２２年 3月３1日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 東京医科大学病院 消化器内視鏡学、 永田尚義のも

と研究終了後 ５年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、パスワードが必要なデータとし、パスワードを付与した USB

に保管の上、東京医科大学病院 消化器内視鏡学に郵送します。また、パスワードは別途、

電子メールで提供いたします。 

 

 

 

【利用する診療情報】  

通常の診療で、医療者が以前に記載したカルテ情報を研究に用います。具体的には、上記の

対象となった方のカルテ情報から、受診時の現症、既往歴、薬剤内服歴、血液検査所見、内

視鏡検査所見、治療内容、CT所見、臨床転帰（再出血、入院期間、血栓塞栓症、死亡）な

どの情報を研究に使用させていただきます。 

 

【研究代表者】 

東京医科大学病院 消化器内視鏡学 准教授 永田尚義 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池 大輔  
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【利用する者の範囲】 

 

施設 部門または科 氏名 

東京医科大学病院  消化器内視鏡学  河合 隆 

東京医科大学病院  消化器内科学  糸井 隆夫 

東京医科大学病院  消化器内科学  福澤 誠克 

国立国際医療研究センター 消化器内科 永田 尚義 

国立国際医療研究センター 消化器内科 渡辺 一弘 

国立国際医療研究センター 消化器内科 小島 康志 

東京品川病院 消化器内科 石井 直樹 

東京品川病院 消化器内科 矢野貴彦 

東京品川病院 消化器内科 今村倫敦 

日本医科大病院 消化器内科 貝瀬 満 

日本医科大病院 消化器内科 大森 順 

日本医科大病院千葉北総病院 消化器内科 藤森 俊二 

佐賀県医療センター好生館 消化器内科 冨永 直之 

聖路加病院 消化器内科 池谷 敬 

聖路加国際大学(聖路加附属ク

リニック) 

消化器内科 小俣 富美雄 

川崎医科大学 総合医療センタ

ー 

検査診断学（内視

鏡・超音波） 

眞部 紀明 

川崎医科大学 総合医療センタ

ー 

検査診断学（内視

鏡・超音波） 

藤田 穣 

筑波大学附属病院 光学医療診療部 奈良坂 俊明 

筑波大学附属病院 光学医療診療部 圷 大輔 

東京都立墨東病院 消化器内科 古本 洋平 

東京都立墨東病院 消化器内科 小林 克誠 

済生会横浜市東部病院 救急科 船曵 知弘 

東京大学 消化器内科 山田 篤生 

名古屋大学 消化器内科 澤田 つな騎 

嬉野医療センター 消化器内科 森﨑 智仁 

広島市立安佐市民病院 消化器内科 青山 大輝 

広島市立安佐市民病院 消化器内科 永田 信二 

福岡東医療センター 消化器・肝臓内科 藤井 宏行 

 

市立奈良病院 消化器内科 岸埜 高明 

新潟大学 消化器内科 佐藤 裕樹 
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聖マリアンナ医科大学 消化器肝臓内科 佐藤 義典 

大分大学 消化器内科 水上 一弘 

東京シーフォートスクエアクリニ

ック 

消化器内科 水城 啓 

福岡大学 消化器内科 船越 禎広 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 久部 高司 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 金城 健 

北野病院 消化器内科 山内 淳嗣 

亀田総合病院  消化器内科 仲地 健一郎 

佐賀大学 内科学 鶴岡 ななえ 

九州大学 病態機能内科学（２

内科） 

冬野 雄太 

宮崎大学 消化器内科 鈴木 翔 

宮崎大学 消化器内科 三池 忠 

琉球大学 光学医療診療部 金城 徹 

那覇市立病院 消化器内科 金城 譲 

諫早総合病院 消化器内科 村田 朋哉 

鹿児島大学 消化器内科 小牧 祐雅 

鹿児島大学 消化器内科 軸屋 賢一 

鹿児島大学 消化器内科 佐々木 文郷 

京都医療センター 消化器内科 村田 雅樹 

福島県立医大 消化器内科 郡司 直彦 

福島県立医大 消化器内科 引地 拓人 

都立駒込病院 消化器内科 高雄 暁成 

北里大学 消化器内科 川岸 加奈 

北里大学 消化器内科 小林 清典 

市立吹田市民病院 消化器内科 長生 幸司 

秋田大学 消化器内科学 松橋 保 

静岡赤十字病院 消化器内科 魚谷 貴洋 

鹿児島市立病院 消化器内科 那須 雄一郎 

鹿児島厚生連病院 消化器内科 柊元 洋紀 

鹿児島医療センター 消化器内科 前田 拓郎 

済生会川内病院 消化器内科 嵜山 敏男 

出水総合医療センター 消化器内科 前田 英仁 

霧島市医師会医療センター 消化器内科 重田 浩一朗 

鹿児島県立大島病院 消化器内科 中村 義孝 

弘前大学 光学医療診療部 三上達也 

熊本大学 消化器内科 具嶋 亮介 
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国立病院機構九州医療センタ

ー 

消化器内科 隅田 頼信 

岩手医科大学 消化管内科 鳥谷 洋右 

山口厚生連 周東総合病院 消化器内科 清時 秀 

防衛医科大学校 内科学講座 成松 和幸 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年１２月３１日 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科 ・ 早坂 淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 

＜1週間の前向き偶発症調査＞ 

設定された調査期間中に当院で消化器内視鏡検査および治療を行ったすべての患者さん。 

調査期間として 2019年 4月 1日から 2021年 6月 30日の任意の 1週間。 

＜重症事例調査＞ 

任意に設定した 1週間の調査期間から遡って 3年以内に発生した重症の偶発症の患者さん。 

 

【研究課題名】  

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

消化器内視鏡に関連した偶発症の実態を明らかにする事を目的とします． 

《研究に至る背景》 

日本消化器内視鏡学会は，消化器内視鏡に関連した偶発症を 1983年から 5年毎に，これ

まで６回にわたり全国的に調査を行ってきました．6回目の調査は 2008年から 2012年まで

行われ，その結果は 2016年に本学会誌に公表されています．この実態を知ることは，安全

かつ効果的な消化器内視鏡診療の遂行に欠かせないものであり，日本消化器内視鏡学会と

しては近年の実態についての調査が必要と考えています． 

一方，これまでの 5 年間をまとめた調査では前方視的調査と比べて偶発症頻度にかなりの

較差があることが判明しました．そのため今回の「消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調

査」では，発生した偶発症については，調査期間を短く任意設定した前向き調査，ならびに，

重症事例調査として，任意に設定した調査期間の 3 年以内に起こった重症事例を後ろ向き

に調査し，従来の調査に比してより実態に近い調査を施行することとしました． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 15日 ～ 2021年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 
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多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究代表者である日本消化器内視鏡学会・医療安全委員

会・担当理事、獨協大学医学部・内科学（消化器）講座・主任教授 入澤篤志のもと研究終

了報告日から 5年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人とかかわりのな

い番号などにおきかえたうえで、浜松医科大学臨床研究センター 古田隆久へ、浜松医科大

学の臨床研究用サーバーに入力して提供いたします。 

 

【利用する試料・情報の項目】  

診療情報： 検査データ、診療記録、内視鏡画像データ、薬歴など  

 

【研究代表者】 

日本消化器内視鏡学会 医療安全委員会 担当理事 入澤篤志 

獨協大学医学部 内科学（消化器）講座 主任教授 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 消化器内科 部長 布袋屋修 

 

【利用する者の範囲】 

日本消化器内視鏡学会 指導施設 1384 施設 

https://www.jges.net/medical/specialist/instruct-list 

データ登録及び管理 

浜松医科大学臨床研究センター 古田隆久 

 

【虎の門病院における利用する者の範囲】 

虎の門病院 消化器内科 医員 光永豊 

虎の門病院 消化器内科 医長 松井啓 

 

【虎の門病院における試料・情報の管理について責任を有する者】 

研究責任者 虎の門病院 消化器内科 部長 布袋屋修 
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【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021年 9月 30日 までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【虎の門病院における相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 松井啓 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門２－２－２ 

電話 03-3588-1111(代表) FAX 03-3582-7068 

メールアドレス amatsui@toranomon.gr.jp 

 

【研究全体の事務局および相談窓口】 

日本消化器内視鏡学会事務局 事務連絡責任者：関内 洋 

日本消化器内視鏡学会事務局 医療安全委員会 

電話：03-3525-4670 

メールアドレス：iryouanzen@jges.or.jp 

mailto:amatsui@toranomon.gr.jp


診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 10 月 1 日～2017 年 6 月 30 日の間に主リンパ節転移陽性の右側結腸癌と診

断された方 

※右側結腸とは、盲腸および上行結腸のことを指します 

 

【研究課題名】  

右側結腸癌のリンパ節郭清に関する多施設観察研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

右側結腸癌症例における主リンパ節転移部位の実態の解明および至適リンパ節郭清範囲の

検討、さらにはわかりやすく現実に則したリンパ節分類の作成を目的とします。 

《研究に至る背景》 

大腸癌取扱い規約では動脈に基づいたリンパ節マッピング（リンパ節に番号をつけること）

やリンパ節郭清（リンパ節を含む脂肪組織を一塊として切除すること）が提唱され、リンパ

節転移の検討やリンパ節郭清の評価に大きな役割をはたしてきました。同規約第９版では、

領域リンパ節は、腸管傍リンパ節、中間リンパ節、主リンパ節その 3 群に分類され、領域

リンパ節の具体的な範囲は、腫瘍の局在と主幹動脈との解剖学的な位置関係により個々に

規定されています。また、手術治療におけるリンパ節郭清程度は、腸管傍リンパ節が郭清さ

れたD1、腸管傍リンパ節及び中間リンパ節が郭清されたD2、腸管傍リンパ節、中間リン

パ節および主リンパ節が郭清された D3に分けられています。 

大腸癌治療ガイドライン 2019 年度版では、術前・術中診断でリンパ節転移を認める、ま

たは疑う場合には D3 郭清を行い、術前・術中診断でリンパ節転移を認めない場合には壁

深達度に応じたリンパ節郭清を行うことが原則として明記されています。大腸癌取扱い規

約では、上腸間膜動脈系の主リンパ節は支配動脈である回結腸、右結腸動脈起始部のリンパ

節と定義されているため、主幹動脈の起始部である上腸間膜動脈周囲のリンパ節郭清を行

わなければ D3 郭清とはならないはずですが、本邦の多くの施設では上腸間膜動脈周囲の

リンパ節郭清ではなく Surgical trunkとよばれる上腸間膜静脈中心の郭清がD3郭清とし

て日常的に行われており、大腸癌治療ガイドラインとの乖離が生じています。 

しかしながら、現在までに取り扱い規約上、右側結腸癌の主リンパ節とされる上腸間膜動脈
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周囲のリンパ節や上腸間膜静脈周囲のリンパ節のリンパ節転移の頻度に関しては詳細な検

討はなされていないのが現状です。 

 

 

(SMA : 上腸間膜動脈、SMV : 上腸間膜静脈、MCA : 中結腸動脈、MCV : 中結腸静脈、

accRCV : 副右結腸静脈、GCT : 胃結腸静脈幹、ICV : 回結腸静脈) 

 

具体的には、現状では上図のオレンジの枠内（Surgical trunk の前面）に含まれるリンパ

節を郭清すべきか否かについて本邦では統一した見解が得られていないため、本研究はそ

れを明確にすることを目的にしています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6月 10 日 ～  2021年 9月 30 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 山口茂

樹 のもと研究終了後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資



 

 

2020.4 

 

 

料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 研究事務局 

へ パスワードを付与した上で、ＣＤに保存し書留郵便で送付します。また、パスワードは

別途 E-mailで送付します。データセンターにおいて、各施設で匿名化されたデータを統合

し、統合データベースを作成して使用します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、画像データ（MRI、CT、PET、Xp など）、薬歴、 

病理組織診断報告書、看護記録など  

 

【研究代表者】  

埼玉医科大学国際医療センター ・ 消化器外科 ・ 山口茂樹  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 ・ 的場周一郎  

 

【利用する者の範囲】 

1. 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 山口茂樹 

2. 国立がんセンター中央病院 大腸外科     金光幸秀 

3. 都立駒込病院 外科                        高橋慶一 

4. 虎の門病院 消化器外科                        黒柳洋弥 

5. 順天堂大学順天堂医院 下部消化管外科        坂本一博 

6. 藤田医科大学 総合消化器外科                花井恒一 

7. 大阪国際がんセンター 消化器外科       大植雅之 

8. 北里大学病院 一般・消化器外科            中村隆俊 

9. 山形県立中央病院 外科                       須藤剛 

10. 神奈川県立がんセンター 大腸外科               塩澤学 

11. 静岡がんセンター 大腸外科                    塩見明生 

12. 横浜市立大学市民総合医療センター 消化器外科  渡邉純 

13. 久留米大学 消化器外科            衣笠哲史 

14. 埼玉県済生会栗橋病院 外科          吉松和彦 

15. 愛知県立がんセンター 消化器外科       小森康司 

16. 近畿大学 外科                上田和毅 

17. 東京医科大学 外科              勝又健次 
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18. 金沢大学 胃腸外科              中村慶史 

19. 自治医科大学 消化器外科           堀江久永 

20. 横浜市大 消化器・腫瘍外科学         石部敦士 

21. 東海大学 消化器外科             山本聖一郎 

22. 藤沢市民病院 消化器外科           山岸茂 

23. 済生会横浜市南部病院 外科          長谷川誠司 

24. 岐阜県総合医療センター 外科         田中千弘 

25. 刈谷豊田総合病院 外科            小林建司 

26. 横須賀共済病院 外科             諏訪宏和 

27. 倉敷中央病院 外科              横田満 

28. 群馬大学 消化管外科             小川博臣 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 的場周一郎 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 

TEL：03-3588-1111 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身か

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1996 年 5 月から 2020 年 2 月の期間、虎の門病院で、食道術後挙上胃管癌の診断を受

け、外科的切除ないし内視鏡的切除を受けた方 

 

【研究課題名】  

挙上胃管癌の臨床病理因子および切除後アウトカムの後方視的解析 

 

【研究の目的・背景】  

食道癌は難治癌のひとつとされていますが、近年は集学的治療の発展の恩恵を受けて、特に

外科的切除後の長期成績には改善が認められています。その結果、食道術後再建に用いられ

る胃管に発生する癌(挙上胃管癌)の報告も増加しています。 

挙上胃管は早期に発見されれば、低侵襲な内視鏡治療で治癒をのぞめますが、そうでない場

合は、侵襲の大きい外科手術が必要となり、その治療成績は不良と報告されています。ただ

し挙上胃管癌の外科的切除例は、報告例そのものが依然少なく、その治療戦略におけるコン

センサスが得られていないのが現状です。 

 本研究では、食道術後挙上胃管癌の外科的切除例の臨床病理因子および短期・長期予後を、

内視鏡的切除症例との比較において後方視的に解析し、その特徴、さらに予後因子を明らか

にすることを目標としています。 

  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 5月 28日～202１年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独施設研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了

から10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で
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きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはございません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、腫瘍深達度、リンパ節転移、臨床病期、術後病理組織学的所見、術後

合併症、治療経過、術後経過など 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 消化器外科 

住所 ：105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2  

研究責任者 ：上野 正紀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年１月３１日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 浦辺雅之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身か

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

198８年７月から 2019年９月の期間、虎の門病院消化器外科で、原発性十二指腸腺癌の

診断を受け、外科的切除を受けた方 

 

【研究課題名】  

原発性十二指腸癌根治切除例の臨床病理因子と長期予後の後方視的解析 

 

【研究の目的・背景】  

原発性十二指腸腺癌は、全消化管悪性腫瘍の 0.3%という稀な腫瘍です。外科的切除が治療

の根幹とされていますが、その稀少性ゆえ、治療戦略に関する明確なコンセンサスが得られ

ていません。 

本研究では、原発性十二指腸腺癌に対して根治切除術を施行し得た症例につき、臨床病理

因子、治療モダリティおよび長期予後を後方視的に解析し、その特徴、さらには予後因子を

明らかにすることを目標とします。 

  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 5月 28 日～202１年３月３1 日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独施設研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了

から10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはございません。 
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【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、腫瘍深達度、リンパ節転移、臨床病期、術後病理組織学的所見、術後

合併症、治療経過、術後経過など 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 消化器外科 

住所 ：105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2  

研究責任者 ：上野 正紀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年１月３1 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 浦辺雅之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診 

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くださ

い。 

【対象となる方】 

2013年1月1日〜2〇19年12月31日の間に、胆嚢摘出術のために虎の門病院消化

器外科に入院•通院し、手術を受けられた方 

【研究課題名】 
 

腹腔鏡下胆爨摘出の問題点一Compromized Operationとしての2ポート法 
 
 
【研究の目的•背景】 

腹腔鏡下胆囊摘出術の問題点を明らかにし、虎の門病院消化器外科で実施してい 

る2ポー卜法による腹腔鏡下胆囊摘出術の有用性を検証することが目的です。 

腹腔鏡下胆囊摘出術は開始されてから30年あまり経過していますが、各施設•外 

科医間で最適な手術手技•方法カマ決まっているわけではありません。そのため、時代 

にあった問題点を明らかにし、当院で施行している手技を検証することが必要と考 

えます。 

[研究のために診療情報を解祈研究する期間】 

2020年6月22日〜2021年5月31日 

【单独/共同研究の別] 

虎の門病院単独研究 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ 

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌 

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録•資料は消化器外科橋本雅司のもと研究終了後5年間保 

管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録•資料は個人が特定できない形で廃棄

します。 

 

 

 
【利用する診療情報】 

診療情報：検査データ、診療記録 



 

【研究代表者】 

虎の門病院 消化器外科 撟本雅司 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に

限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある揚合、またはご自身の診療情報につき、開示または訂正

のご希望がある場合には、下記相談窓□までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象

といたしませんので、2020年12月31日までの間に下記の相談窓□まで お申し出くださ

い。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

【相談窓口】 

虎の門病院消化器外科 橋本雅司

電話 03-3588-1111(代表） 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター及び虎の門病院では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2008年 5月 1日～2019年 12月 31日の間に、虎の門病院付属

健康管理センターにて人間ドックを受けられた方を対象としています。 

 

【研究課題名】  

人間ドックにおける上部消化管内視鏡検診の現況についての検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》虎の門病院の人間ドックでの上部消化管内視鏡検診の現況を調査することによ

り、胃癌の早期発見や予防に寄与することが目的です。 

《研究に至る背景》 

虎の門病院の人間ドックの上部消化管内視鏡検査は国内でも有数のハイボリュームセン

ターです。そこで異常を指摘された方のほぼ全例が虎の門病院で精査・治療されています。 

虎の門病院の上部消化管内視鏡検診の現況を調査し臨床病理学的に検討することは、胃

癌の早期発見や予防に寄与できると考えます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日～2025年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センター及び虎の門病院による共同研究です。 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院付属健康管理センター小川恭子のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

内視鏡検査、病理組織、血液検査、尿素呼気試験、便検査、診療記録、処方記録  

 

【研究代表者】  

虎の門病院付属健康管理センター 小川恭子 

 

【虎の門病院付属健康管理センターにおける研究責任者】 

健康管理センター 小川恭子 

    

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科  布袋屋修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター 小川恭子 

電話 03-3586-7777 

 

虎の門病院 消化器内科  布袋屋修 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科及び虎の門病院分院消化器内科では、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１１年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、 大腸憩室出血のために虎の

門病院消化器内科あるいは虎の門病院分院消化器内科に入院し、大腸内視鏡検査を受けら

れた方 

 

【研究課題名】  

 大腸憩室出血の再出血に関わる因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 大腸憩室出血の再出血に関わる因子を明らかにすることです。 

《研究に至る背景》 

大腸憩室出血は多量の出血のため緊急入院を要する疾患です。人口の高齢化とともに

発症数は増加していますが、有効な予防方法はなく、再出血率も高いのが問題となっていま

す。しかし、今のところ再出血に関わる因子は不明な点が多いです。今回、大腸憩室出血の

再出血に関わる因子を明らかにすることで、今後の予防法の確立に寄与することを目的と

します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 7月 8日 ～  ２０２２年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、早坂淳之介 のもと研究終了後 5 年間

保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃
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棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、内視鏡データ、CT データ、薬歴、看護記録 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

      

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２１年３月３１日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    消化器内科 ・ 早坂淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  消化器内科 ・ 菊池大輔  

電話 044-877-5111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自分の診療

情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010年 1月 1日～2016年 12月 31日の間に、膜性腎症のため

に虎の門病院分院腎センターに入院・通院し、腎生検を受けられた方 

 

【研究課題名】  

膜性腎症における抗ホスホリパーゼ A2受容体抗体と予後に関する検討 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

膜性腎症はネフローゼ症候群の代表的疾患であり、原因が不明な特発性膜性腎症と、

他疾患や薬剤に起因する二次性膜性腎症に分けられます。近年、特発性膜性腎症の責任

抗原のひとつとしてホスホリパーゼ A2レセプター（PLA2R）の存在が明らかになり

ました。血中の抗 PLA2R 抗体価は尿蛋白量と正相関することから、治療反応性診断

マーカーや予後推定マーカーとしても有用性が期待されています。 

本研究では特発性膜性腎症において抗PLA2R抗体の有無が予後に与える影響を明

らかにすることを目的としています。 

 

《研究に至る背景》 

特発性膜性腎症の責任抗原のひとつである PLA2Rは2009年に初めて報告されて

おり、比較的新しい概念です。そのため抗 PLA2R 抗体についても報告は少なく、そ

の意義についてはいまだ議論が分かれています。本研究では抗 PLA2R 抗体の有無が

予後に与える影響を明らかにすることにより、抗 PLA2R 抗体の臨床への応用につい

て検討することができると考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 6月 22日 ～  2023年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

2017.8 

 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター澤直樹のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、病理結果、薬歴  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

腎センター 澤 直樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター・ 早見典子 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター及び虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施してお

ります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある

場合やこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1990 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日の間に虎の門病院、あるいは、虎の門病院分院に

入院・通院し、腎生検をされたキャッスルマン病とキャッスルマン病類縁疾患と診断され

た患者さんです。 

 

【研究課題名】 

キャッスルマン病およびその類縁疾患における腎機能障害の検討． 

 

【研究の目的・背景】 

指定難病であるキャッスルマン病はごく稀に様々な糸球体病変を合併することが報告され

ておりますが、国内からのまとまった症例集積研究はありません。近年、特発性多中心性

キャッスルマン病の重傷者の中で、血小板低下、全身のむくみ、発熱、骨髄線維症、臓器

腫大を特徴とした TAFRO 症候群が提唱されており、重症な腎障害の合併することが知ら

れておりますが、その腎障害について解明することは国内外からの急務となっておりま

す。当院では高度の腎機能障害を伴ったキャッスルマン病、その類縁疾患である TAFRO

症候群を多数治療した経験があることから、キャッスルマン病およびその類縁疾患の腎障

害の臨床的特徴、病理学的特徴について過去の情報から検討します。 

 

【研究のための診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 6 月 22 日から 2022 年 3 月 31 日 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院および虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所など特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究いたします。学会や学術

雑誌などで公表する際にも、個人が特定できないような形で発表いたします。 



また、本研究に関わる記録、資料は虎の門病院分院腎センターの水野裕基が研究終了後 5

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人とのかかわりの

ない番号等に置き換えた上で、虎の門病院分院へ提供いたします。 

 

【利用する診療情報】 

年齢、性別、家族歴、合併症(血小板低下、全身浮腫、リンパ節腫脹、臓器腫大、腎障

害)、身体所見、臨床経過に関する情報（現病疾患イベント、腎疾患イベント、新血管系イ

ベント、生命予後）、病理学的所見(腎生検、リンパ節生検、皮膚生検、骨髄生検)、採血・

採尿結果(血算、血像、血清総蛋白、アルブミン、AST, ALT, LDH, ALP, γGTP, ALP, ハ

プトグロビン、ADAMTS13 活性・阻害因子、総ビリルビン、尿素窒素、クレアチニン、

eGFR、尿酸、電解質、動脈血ガス分析結果、抗核抗体、補体値、自己抗体、尿定性・沈

査所見、尿電解質、尿中 NAG, β2MG, LFAB 値). 

 

【研究代表者】 

虎の門病院分院 腎センター 水野裕基 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 腎センター 星野純一 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院   腎センター 星野純一、長谷川詠子、川田真宏、関根章成 

虎の門病院分院 腎センター 澤直樹、乳原善文、諏訪部達也、山内真之、平松里佳子、

水野裕基 

 

【研究の方法などに関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護などに支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療所法につ

き、開示または定性のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承をいただけない



場合には研究対象としませんので、2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院   腎センター 関根章成 

電話 03-3588-1111（代表） 

虎の門病院分院 腎センター 水野裕基 

電話 044-877-5111（代表） 

研究の対象となる方またはその代理人様からのご質問、ご要望をお受け致します。 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2009年 1月 1 日 ～ 2018 年 12月 31日の間 に、ミトコ

ンドリア病関連腎症のために虎の門病院分院腎センター内科に入院・通院し、透析療法や腎

移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

ミトコンドリア病関連腎疾患の全国調査  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

日本におけるミトコンドリア病が関連した腎疾患の実態を全国的に調査し、今後のミト

コンドリア病が関連した腎疾患の診療の質向上へと結びつける。 

《研究に至る背景》ミトコンドリアは生物が生き続けるために必要なエネルギーを産生し

ている細胞内のとても重要な器官です。それゆえ、ミトコンドリアの機能が遺伝的に障害さ

れ発症するミトコンドリア病ではいろいろな臓器に障害が起きます。腎臓も例外ではなく、

ミトコンドリア病により腎臓の病気を発症することもあり、近年の遺伝子解析手法の進歩

に伴い新たに診断されることも増えてきており、同時に現在も新たな治療法の開発が盛ん

に行われるようになってきています。今後更に、ミトコンドリア病が関連した腎疾患が適確

に診断され治療が行われていくためには、その実態につき知っておく必要があります。 

しかし、過去、わが国におけるミトコンドリア病に関連した腎疾患の全国調査は行われたこ

とがなく、その実態は把握されていません。そこで、今回の調査により、日本におけるミト

コンドリア病関連腎疾患の実態の把握を行い、将来のミトコンドリア病が関連した腎疾患

の診療の質向上へと結びつけていきたいと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 6月 25 日 ～  2022年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究で全国の 85 施設が参加予定です 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 国立病院機構千葉東病院 腎臓内科部長/臨床研究部

腎ミトコンドリア研究室室長 今澤俊之 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管

期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないように個人と関わり

のない番号等におきかえたうえで、 国立病院機構千葉東病院臨床研究部腎ミトコンドリ

ア研究室 へ 郵送 で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、腎生検病理情報、薬歴、など 

 

 

【研究代表者】  

国立病院機構千葉東病院 ・ 腎臓内科/臨床研究部腎ミトコンドリア研究室・ 今澤俊之 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

腎センター内科 ・ 澤 直樹   

 

【利用する者の範囲】 

国立病院機構千葉東病院 ・ 腎臓内科/臨床研究部腎ミトコンドリア研究室・ 今澤俊之         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 10 月 1 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が
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生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター内科 ・ 乳原善文  

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院循環器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診

療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡

ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2013 年 1月 1 日～ 2013 年 12月 31 日の間 に、下肢深部

静脈血栓症のために虎の門病院生理検査室にて、 下肢静脈エコーを受けられた方 

 

【研究課題名】  

膝下深部静脈血栓症の臨床的検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

膝下に限局する血栓症に対しての抗凝固療法は、経験上不要であることが多いと思われ

ます。本検討では抗凝固療法が肺塞栓発症など血栓に関連した疾患の発症抑制に関与する

かの検討を目的としております。 

《研究に至る背景》 

膝下に限局する血栓に対しての抗凝固治療は未だ定まった見解が無く、後方視的観察によ

り、抗凝固治療の予後に与える影響に関して検討し、今後の抗凝固療法のあり方を見極め日

常臨床に還元いたします。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22 日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院循環器センター内科 児玉 隆秀のもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

今回は単施設研究であり、情報を虎の門病院外へ持ち出すことはありません。 

【利用する診療情報】  

診療情報： 下肢エコー検査データ、採血検査データ、診療記録、心電図、MRI画像データ、

CTデータ、薬歴、看護記録  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

循環器センター内科 部長 児玉 隆秀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター内科 部長 児玉 隆秀 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 循環器センター外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2019 年 6 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日の間 に、心臓疾

患のために虎の門病院 循環器センター外科に入院・通院し、心臓手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

右小開胸心臓手術における超低温晶質性心筋保護液による心筋保護効果の検討 

  

【研究の目的・背景】   

《目的》 

右小開胸心臓手術(minimally invasive cardiac surgery：MICS)における超低温晶質性心

筋保護液による心筋保護効果の有用性を検討致します。 

《研究に至る背景》 

 人工心肺を使用した心臓手術は1954年に施行されました。その後、手術手技や人工心肺

装置、心筋保護(心停止)法の改良などにより安全に心停止を施行することが可能となり、手

術成績は向上してきました。 

 心筋保護(心停止)液は主に晶質性心筋保護液と血液併用心筋保護液(晶質液と血液を混合

する)があり、手術中に20〜30分毎に間歇的投与を行うのが一般的です。晶質性心筋保護

液には細胞内液型、細胞外液型、GIK液(グルコース、インスリン、カリウム)などの種類が

あります。本邦において製薬会社から上市されている心筋保護液は細胞外液型の1種類のみ

であります。 

 近年、MICS手術において晶質性心筋保護液(細胞内液型)を使用し、初回単回投与(Single 

dose)にて良好な成績であったとする報告が散見されます。我々は2011年からMICS症例

において超低温晶質性心筋保護液(細胞外液型)を用いた心筋保護法に変更し、良好な成績を

得ています。しかしながら細胞外液型を用いたMICSにおける心筋保護効果を示した研究報

告は少ないのが現状です。 

 本邦では2018年度に胸腔鏡下弁膜症手術が新たに保険収載され、今後胸骨を温存する

MICSの症例数が増加していくことが予想されます。今研究において本邦で上市されている

心筋保護液を用いたMICS手術における心筋保護効果と安全性を証明することで手術成績

が向上する一助になると考えています。 
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【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6月 22 日 ～ 2023 年 3 月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院および東京ベイ・浦安市川医療センターによる多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 循環器センター外科 部長 松山重文のも

と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 循環器センター外科 部長 松山重文  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 循環器センター外科 部長 松山重文 

 

【利用する者の範囲】 

①虎の門病院 循環器センター外科 部長 松山重文 

②東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科 部長/ 

  虎の門病院 循環器外科 特任部長 田端 実 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2022 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し出
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ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床工学部 手術室 CE 科 長嶋 耕平 

電話 03-3588-1111(代表)、PHS：7907 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院循環器センター外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2019 年 6 月 1 日 ～ 2021 年 8 月 28 日の間 に、低侵襲

心臓手術のために虎の門病院循環器センター外科に入院・通院し、同手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

日本低侵襲心臓手術学会データベースの構築 

(J-MICS-DB へのオンライン症例登録) 

 

【研究の目的・背景】   

これまで一般的な日本における心臓血管外科の手術データは日本成人心臓血管外科手術デ

ータベース(JACVSD)にて収集されているが、昨今症例数が増加している低侵襲心臓外科

手術(MICS 手術)についての詳細な全国規模の研究はなされていない。本研究では、日本低

侵襲心臓手術学会が主導し、JACVSD の情報に加味して、MICS 手術の低侵襲性に関する

項目と手術遠隔期の経過に関する情報を調査して全国規模のデータベース化することによ

り、日本の低侵襲心臓手術治療、ひいては循環器病学の進歩に寄与することを目的としてい

る。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6 月 22 日 ～  2021 年 8 月 28 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 榊原記念病院 特任副院長 高梨秀一郎 のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 日本低侵襲心臓手術学会データベース に 暗号化された

データ入力システムを用いて 提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、生年月日、性別、イニシャル、居住地郵便番号、身長、体重、血液検査、 

画像検査、併存疾患、低侵襲心臓手術(MICS)の方法、予後等  

 

【研究代表者】  

榊原記念病院 特任副院長 高梨秀一郎 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

循環器センター外科 特任部長 田端実  

 

【利用する者の範囲】 

参加施設は日本低侵襲心臓手術学会ホームページに掲載されています 

https://j-mics.jp/members/ 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年 11 月 28 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター外科 中永寛 

電話 03-3588-1111(代表) 

https://j-mics.jp/members/


診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010 年 4 月 1 日 ～ 2015 年 3 月 31 日の間 に、直腸癌

のために虎の門病院・分院消化器外科に入院・通院し、放射線治療・手術療法を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

直腸癌術前放射線治療の後方視研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

本研究では、直腸癌術前放射線治療後に手術した方を対象として、その治療効果の程度を見

極めることにより直腸癌に対する適切な治療方法を明らかにすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

直腸は骨盤という固定された狭い空間で膀胱・神経などと近接し肛門につながっています。

その狭い空間で癌をしっかり切除するとなると近接する臓器の機能を失う可能性がありま

す。つまりは手術により排便機能だけでなく、排尿機能、性機能に障害をきたす恐れがあり

ます。また、手術を無事に終えたとしても、骨盤は狭いが故に骨盤内での再発率が高いのが

現状です。 

直腸癌治療は、全世界的には術前放射線治療とその後の手術が標準治療となっています。

術前放射線治療を行った方の中に著効例(腫瘍が完全に消失する；complete response）

が存在します。著効例では手術を省略するwatch and waitという治療戦略も近年容認さ

れるようになってきました。しかし、治療著効例は10～20%と治療を行った一部であ

り、その中からも再燃を来す症例もあるため、まだあくまでも治療の一つのオプションに

すぎず、治療前に著効例を同定する手段はありません。日本では直腸癌に対する術前放射

線治療を積極的に行っている施設は少数で、標準治療とはなっていないのが現状です。 

治療前に著効例かどうかを知ることができれば放射線治療を選択し、手術を回避できる可

能性がでてきます。癌が治ることだけでなく生活の質（Quality of Life）の上からも非常

に意義のあることです。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】  
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2020 年 9月 29 日 ～  2023年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院消化器外科 的場周一郎のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、画像データ（MRI、CT など）、薬歴、看護記録、病理組

織診断報告書、など  

検体（試料）：過去に手術で摘出した病理検体 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、 2022 年 3 月 31 日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科 ・ 的場周一郎 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院   消化器外科 ・ 的場周一郎 

電話 044-877-5111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身か

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015 年 4 月から 2019 年 4 月の期間、虎の門病院消化器外科で、食道悪性腫瘍の診断

を受け、外科的切除を受けた方 

 

【研究課題名】  

食道悪性腫瘍外科的切除における臨床アウトカムと術前栄養パラメーターの関係 

 

【研究の目的・背景】  

食道に発生する悪性腫瘍は、いずれも予後が不良です。特に、食道癌は全世界で年間 50

万人以上の命を奪う疾患であり、その治療成績の向上が大きな課題となっています。これら

の腫瘍に対しては、外科的切除が治療の中心となりますが、周術期の合併症率・死亡率は高

く、術後の再発も高率と報告されてきました。ただし、外科手術後の再発に対するリスクを

どのようにして層別化するかは、依然議論の余地があるのが現状です。 

 担癌状態にある方について、その栄養状態が予後につよく影響を与えることが古くから

知られています。これに基づき、血液データを基とした種々の栄養指標が提唱され、食道腫

瘍を含む多くの腫瘍で予後との関連が示されています。ただし、これらの指標の有用性の比

較は行われておらず、いずれのパラメーターが最も予後予測に寄与するかは明らかではあ

りません。 

 本研究では、食道悪性腫瘍の外科切除症例において、術前の栄養パラメーターと臨床アウ

トカム(短期・長期予後)との関連を後方視的に解析し、予後予測におけるそれぞれの寄与を

明らかにし、さらにその有用性を比較検討することを目標とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 7月 29日～202１年３月３1日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独施設研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌
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等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了

から10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはございません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、腫瘍深達度、リンパ節転移、臨床病期、術後病理組織学的所見、術後

合併症、治療経過、術後経過 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 消化器外科 

住所 ：105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2  

研究責任者 ：上野 正紀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年１月３1 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 浦辺雅之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療

情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡

ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年４月１日 ～ ２０２０年３月３１日の間 に、消化

管異物 のために虎の門病院に入院・通院し、 内視鏡的異物除去術 を受けられた方 

 

【研究課題名】  

消化管異物に対する内視鏡的異物除去術の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

消化管異物は日常診療においてたびたび遭遇する疾患であり、緊急処置を要する場合も

あります。また消化管異物の種類は多岐にわたり、その場に応じた処置の工夫が必要とな

ります。本研究は全消化管あるいは消化管各部位における消化管異物の種類や、除去成功

率また合併症を検討することを目的としています。 

《研究に至る背景》 

 消化管異物に対する内視鏡的異物除去術は広く行われていますが、多数例での報告は少

なく、また特殊な異物に対する治療法についての報告は日常診療において重要です。本研

究によって、より安全な異物除去術が施行可能となる可能性があります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 消化器内科 落合 頼業 のもと研究終了後 5 年間

保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で
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廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究では病院外に診療情報を提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、診療記録、看護記録、薬歴、血液検査結果、レントゲン検査、

CT検査、内視鏡検査 

 

【虎の門病院における研究責任者】  

虎の門病院 消化器内科 布袋屋 修  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 ２０２０年１２月３１日までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器内科  落合 頼業  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1990 年 1 月 1 日～2020 年 5 月 31 日の間に、虎の門病院分院

腎センターにて関節リウマチで腎障害があり腎生検を施行された方 

 

【研究課題名】  

関節リウマチ患者の腎病変の変化を年代別に検討する 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

RA患者で腎生検にて確定した腎病変が年代別(1990年代，2000年代，2010年代）にど

のように変化しているかを検討します。 

 

《研究に至る背景》 

関節リウマチ（RA）の腎障害はアミロイドーシス、IgA腎症，膜性腎炎等が報告されて

きました。近年リウマチ薬の進歩に伴い RAの腎病変も変わりつつあリます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 7月 30日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと

2021年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  



 

 

2017.8 

 

 

診療情報：検査データ、診療記録、腎生検病理標本、CT画像データ、薬歴 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹、乳原善文、澤村昌人 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021年 3月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-877-5111 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自身

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

虎の門病院分院または虎の門病院にて 2009年 8 月から 2018年 2 月の間に関節リウマ

チまたはリウマチ性多発筋痛症と診断し、何らかの理由で 18F-FDG Positron Emission 

Tomography and Computed Tomography (PET-CT) を受けられた方 

 

【研究課題名】  

決定木を用いた 18F-FDG Positron Emission Tomography and Computed 

Tomography (PET-CT) 所見によるリウマチ性多発筋痛症と関節リウマチの鑑別法 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

18F-FDG Positron Emission Tomography and Computed Tomography (PET-CT) 

で検出できる滑液包炎のどの組み合わせが，リウマチ性多発筋痛症と関節リウマチの鑑別

に有用であるか明らかにします。 

《研究に至る背景》 

リウマチ性多発筋痛症は滑液包（滑液で満たされた袋状の構造で、筋・腱と骨の間に存在し

互いの摩擦を軽減する機能を持つ）を主座とする炎症性疾患です。リウマチ性多発筋痛症は

特異的な診断マーカーがなく、しばしば診断が困難であり、特に関節リウマチとの鑑別に苦

慮します。現在では年齢、臨床症状、血液データ、超音波で検出できる体表面の滑液包炎な

どの非特異的な項目を組み合わせた分類基準でリウマチ性多発筋痛症は診断されています。

近年 18F-FDG Positron Emission Tomography and Computed Tomography 

(PET-CT) を用いれば坐骨結節、坐骨結節、転子部、棘突起付近の滑液包の炎症が検出で

き、リウマチ性多発筋痛症に特徴的であると報告されました。しかし PET-CTで検出され

る滑液包炎のどの部位がより重要であるかは明らかではありません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 30日 ～ 2022年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

年齢，性別，HAQ スコア，診療録記載事項，血清クレアチニン，リウマチ因子，

抗 CCP 抗体，CRP，赤沈値，MMP-3，18F-FDG Positron Emission 

Tomography and Computed Tomography (PET-CT) 所見，関節超音波検

査所見，関節レントゲン所見．薬歴（副腎皮質ステロイド，抗リウマチ薬，免疫

抑制薬，NSAIDs の使用歴と用量）． 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021年 3月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 腎センター内科 関根章成 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  腎センター内科 井熊大輔  

電話 044-877-5111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院循環器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 6 月 30 日の間 に、総大腿

動脈狭窄症もしくは閉塞症 のために虎の門病院循環器センター内科に入院・通院し、 カ

テーテル治療 を受けられた方 

 

【研究課題名】  

総大腿動脈の治療の現状と臨床成績に関する後ろ向き研究（CAULIFLOWER研究）  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院を含む全国の医療機関で、総大腿動脈に治療を受けた患者さんにご協力いただき、

総大腿動脈の治療後の経過を把握する研究を行うこととしました。 

《研究に至る背景》 

末梢動脈疾患は、足の動脈の閉塞・狭窄による血流障害を起こす疾患です。歩行時の疼痛

や足の壊疽が出現します。薬物治療で改善しない場合はカテーテル治療や手術が必要です。

近年の道具や技術の進歩により、カテーテルで治療できる範囲は広がりました。しかし、

足の付け根に当たる「総大腿動脈」については、１）石灰化が強く、カテーテルで用いる

風船では広がりにくい、2) 外側からの圧迫を受けやすい、屈曲しやすい環境にあるため、

カテーテル治療で使用する「ステント」という金属の網との相性が悪いため、手術治療が

第一選択です。しかし、実臨床においてはカテーテル治療が行われる場合もあり、欧米か

らは、カテーテル治療の効果を示す報告もあります。総大腿動脈における手術治療とカテ

ーテル治療の成績をしっかりと評価し、今後の診療に生かすことはとても重要です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～  2023年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

2017.8 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は東京ベイ・浦安市川医療センター 仲間達也のもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 副部長 仲

間達也 へ パスワードでロックできる USBにより郵送 で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、X線等データ、薬歴など  

 

【研究代表者】  

東京ベイ・浦安市川医療センター 仲間達也  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

循環器センター内科 児玉隆秀  

 

【利用する者の範囲】 

東京ベイ・浦安市川医療センター 仲間達也         

他全国 66施設 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2021年 1月 31日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター内科 ・ 児玉隆秀  
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電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

 

日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究について 

 

 

研究機関   虎の門病院  整形外科 

研究責任者  中村 正樹（部長） 

研究分担者  福島 成欣、安野 雅統、渡部 紫  

   

このたび虎の門病院 整形外科では、運動器の病気で入院・通院されていた患者さんの診療情報を用いた研

究を実施しております。この研究を実施することによる患者さんへの新たな負担は一切ありません。また、患

者さんのプライバシーの保護については法令等を遵守して研究を行います。 

患者さんの診療情報について、本研究への利用を望まれない場合には、２０３０年６月３０日までの間に、

担当医師にご連絡ください。 

   

１．研究の目的 及び 意義 

 この研究の目的は、運動器疾患の手術に関する大規模データベースを作り上げることです。整形外科が扱う

運動器疾患は、小児から高齢者まで幅広い方々を悩ませ、多くの方の健康寿命を損なう大きな原因となってい

ます。その治療である手術の件数も年々増加していますが、その全国規模の全容を捉えられるデータベースが 

まだありません。全国の整形外科で情報を共有できるシステムを作り上げることは、有効な治療法や手術の安

全性を科学的に確立するために大変有用です。日本整形外科学会が作りあげるこの大規模データベースに参

加・協力し、より良い治療を探って参ります。 

 

２．研究の方法 

１)研究対象者 

  2020 年８月～2030 年３月の間に虎の門病院 整形外科において、運動器の手術を受けられた方を対象

とします。人工関節手術、関節鏡視下手術、脊椎手術、骨折治療の手術などが対象となります。 

 

２)研究実施期間 

 本研究の実施許可日 ～ １０年間（当院では、2020 年 7 月 29 日より西暦 2030 年 3 月 31 日まで） 

 

３)研究方法 

  インターネット上のデータベースへ登録します。 

 

４)使用する情報  

◇ 研究に使用する情報   

 匿名化した ID、年齢、性別、ハッシュ値（氏名、性別、生年月日などから算出される文字列）、疾患

情報、手術情報、手術・麻酔時間、手術日、術者情報、看護師数、技師数、治療成績、使用した器材・

インプラント など。情報を提供して下さった患者さん個人が特定できないよう、これらの情報は完全

に匿名化されてデータセンターへ提出されます。 

調査項目の詳細は、JOANR のホームページ（https://www.joanr.org/about/patient）の「情報

公開項目」をご覧ください。 

  

５)情報の保存 

登録されたデータはデータセンター（日本整形外科学会）の責任下に保存されます。保存期間は本研

究終了（あるいは中止）後５年間とします。 

https://www.joanr.org/


 

 

 

６)研究計画書の開示 

研究に関する情報（研究計画書等）を日本整形外科学会ホームページ（https://www.joa.or.jp）および

JOANR ホームページ（https://www.joanr.org）に公開します。 

 

７)研究成果の取扱い 

  ご参加頂いた患者さんの個人情報がわからないようにした上で、診療報酬改訂に向けた実態調査などの

政策対応、専門医制度のための症例データベース、医療機器の安全性向上に資するデータベース構築、ま

た学術論文などの公表に日本整形外科学会員又は関連学会員が用います。 

 

 ８)問い合わせ・連絡先 

この研究についてご質問等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。また、患者さんの診

療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とはしませんので、下記にお

申し出ください。資料・情報の使用を断られても患者さんに不利益が生じることはありません。なお、研究

参加拒否の申出が、既に解析を開始又は結果公表等の後となり、当該措置を講じることが困難な場合もござ

います。その際には、十分にご説明させていただきます。 

 

 虎の門病院 整形外科  

  研究担当医師   中村 正樹、福島 成欣、安野 雅統、渡部 紫 

  連絡先（電話番号） 03-3588-1111（平日：9 時～17 時） 

 

 

9）外部への情報の提供 

(1) 保存された情報等は他の医学研究への利用を目的に提供されることがあります。その際にはデータ

の提供の可否について日本整形外科学会は倫理委員会の意見を聞き、そこで適切と判断された場合

に限ります。 

(2) 情報を他の営利団体、民間の機関（規制機関など）に提供する場合があります。登録した医療材料

に有害事象や不具合が起き、医学的・人道的な観点からその情報を製造販売企業や審査機関に提供

すべきと判断される場合です。 

いずれも提供されるデータは、データセンターに登録・保管されている情報で、研究に参加して下

さった患者さんの個人を特定できる情報は含まれていません。 

 

10）研究組織 

虎の門病院 整形外科 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門２−２−２ 

 

公益社団法人 日本整形外科学会  

理事 種市 洋 （症例レジストリー委員会担当） 

〒113-8418 東京都文京区本郷2-40-8 

Tel. 03-3816-3671 Fax. 03-3818-2337 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院集中治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた

記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思

われる方の中でご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお

思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡下さい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2020 年 10 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までに集中治療室（ICU）で治療

を受けられた方 

 

【研究課題名】 

患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価（Japanese Intensive care Patient Database: 

JIPAD 事業） 

 

【研究の目的・背景】 

JIPAD 事業は、集中治療室に入室した患者さんの重症度等の医療情報を収集し、各施設 間での比較お

よび研究を行うことによって、医療の質の向上および集中治療医学の発展をめざすことを目的としてい

ます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 10 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所など特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することができないよ

うに個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特

定できないような形で発表します。 

本研究に関わる記録・資料は京都府立医科大学集中治療部 部長 橋本悟のもと 2029 年 3 月 31 日ま

で保管します。またデータベースへの登録はインターネットを介して行われますが、情報登録業務の一

部は、日本集中治療医学会から業務をうけたデータベースサーバーの管理会社が行います。保管期間終

了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で永続的に保管されます。虎の門病院から氏名

などの個人情報を持ち出すことは行いません。 

 



【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人とかかわりのない番号等に置

き換えたうえで、日本集中治療医学会事務局に提供いたします。個人が特定できない形で登録されたデ

ータは、海外を含めた他施設・組織の研究者が二次利用する可能性があります。 

 

 

【利用する診療情報】 

診療情報：診療記録 背景（性別、生年月日、病名、慢性疾患の有無、入室の形態、入室の経路、手術の

有無）、ICU 在室中の情報（ICU 入室後 24 時間の重症度スコア、人工呼吸器装着の有無とその期間、動

脈圧ラインの装着や体外循環装置、腎代替療法の施行の有無）、ICU 在室期間および転帰、在院期間およ

び転帰等 

 

【研究代表者】 

京都府立医科大学集中治療部 部長  橋本 悟 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

集中治療科 部長 山口 和将 

 

【利用するものの範囲】 

集中治療医学会に属し、JIPAD 事業に参画している施設の医療者、また国外で 同様の研究を行い 

JIPAD と共同研究を申し出て学会が認めた者 

 

【研究の方法に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうえち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限ら

れますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開示または訂

正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡下さい。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対

象といたしませんので、2024 年 3 月 31 日までの間に下記相談窓口までお申し出ください。この場合

も診療において患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 集中治療科 山口和将 

電話 03-3588-1111（代表） 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者

にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究にご自分の情報を使って

ほしくないとお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 1 月より 2022 年 12 月までに虎の門病院において内視鏡検査・治療を受

けた方 

 

【研究課題名】  

「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築（多施設共同 前向き観察研究）」 

  

【単独/共同研究の別】 

共同研究 

 

【研究責任者】  

虎の門病院・消化器内科・布袋屋 修 

 

【研究の目的・背景】   

本研究は日本消化器内視鏡学会の研究プロジェクトで、その目的は日本全国の消化器内

視鏡検査および治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さ

んに最善の医療を提供することです。この様な内視鏡関連手技の全国規模の情報集積は初

めてのこころみであり、患者さん側だけでなく、医療を提供する側にも大きな利益をもたら

すものと考えています。 

日本消化器内視鏡学会では、この研究で集められたデータを分析することで以下のこと

を明らかにすることを目的にしています。 

●内視鏡関連手技を行っている施設診療科の特徴 

●医療水準の評価 

●適正な消化器内視鏡専門医の配置、ならびに消化器内視鏡技師、看護師などのコメディ

カルの適正な配置 

●早期癌登録に対する精確な情報収集 

●内視鏡検査、治療を受けた方の予後 



●内視鏡検査・治療の医療経済的な情報収集 

●これから内視鏡関連手技を受ける方の死亡・合併症の危険性、など 

研究に至る背景としましては、それぞれの医療機関では内視鏡検査および治療件数に限

界があるため、日本全国の医療機関から情報を集めることでビックデータを作成し、日本全

体での内視鏡検査、治療情報の分析を行う必要性があるためです。 

 

【利用するカルテ情報】 

検査日、年齢、性別、ASA Grade（基礎疾患など身体評価による分類）、抗血栓薬（使用状

況ならびに中止、置換の有無などの詳細）、喫煙歴ならびに喫煙の有無、飲酒歴および飲酒

状況、悪性腫瘍家族歴、他臓器癌既往歴、ヘリコバクター・ピロリ感染状態、内視鏡検査の

予定性、外来・入院、検査目的、治療目的、鎮痙剤使用状況、鎮静・鎮痛・麻酔に関する事

項、内視鏡の挿入経路、使用スコープ情報、送気の種類、特殊観察法、観察範囲、手技開始・

終了時間、手技中・手技後偶発症、30 日以内の死亡の有無、実施医師名、副実施医師名、

内視鏡看護師・技師名、腹部手術歴、生涯大腸内視鏡歴、造影範囲、挿管、胆管・膵管径、

ERCP 難度、胆管へのアプローチ方法、萎縮度など 

 

【研究実施期間】 2020 年 8 月 31 日 ～2024 年 12 月 31 日 

 

【利用する者の範囲（データを使って解析等を行う研究機関・研究者等）】 

研究の実施体制（多施設共同研究） 

統括責任者：日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database (JED) Project  

委員長 田中 聖人 

研究事務局 日本消化器内視鏡学会 事務局 

＜分担研究機関＞ 

ホームページに掲載の研究計画書（別添）に記載 

https://jedproject.jges.net/join/facility/ 

＜研究協力機関＞※ 

ホームページに掲載の研究計画書（別添）に記載 

https://jedproject.jges.net/join/facility/ 

※研究協力機関とは、既存情報から収集したデータのみを提供する施設。 

 

【情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称】 

統括責任者：日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database (JED) Project  

委員長 田中 聖人 

 

 



【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を特定識別する情報につきましては、特定の個人を識別す

ることができないように個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。情報につきま

しては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような

形で使用いたします。また、本研究に関わる記録・資料は研究結果の発表後 10 年間保存い

たします。保管期間終了後は情報の破棄を行います。 

記録・資料の保管責任者：虎の門病院消化器内科 部長 布袋屋 修 

送付した記録・資料の保管責任者：日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database 

(JED) Project 委員長 田中 聖人（日本消化器内視鏡学会/京都第二赤十字病院） 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、HDD などの記録媒体を介して日本消化器内視鏡学会本部のデ

ータサーバーへ提供いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2024 年 10 月 1 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

ただし、すでに日本消化器内視鏡学会本部のデータサーバーへ移行済みのデータは利用さ

せていただきます。データの移行に関して日時は決まっておりませんが、年 1 回程度行っ

ております（現時点で、2019年8月31日検査分までのデータ移行は完了しております）。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 山下聡 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院消化器内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究にご自分やご家

族の情報を使ってほしくないとお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 4 月より 2019 年 12 月までに当院において大腸内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）を受けられた方。 

 

【研究課題名】  

大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績の検討 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【研究責任者】  

虎の門病院・消化器内科・布袋屋 修 

 

【研究の目的・背景】   

本研究の目的は当院における大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の短期治療成績および

長期予後を検討することにより、その安全性と妥当性を評価することです。 

研究に至る背景としましては、基礎疾患を多くもつ大腸癌患者さんが増えている中で、どの

ような治療法を選択するのが最も適切なのかを再検討する必要性が高いことからです。 

 

【利用するカルテ情報】 

切除長径、腫瘍長径、治療時間、一括切除率、R0切除率、偶発症（後出血率、穿孔率） 

生存の有無、再発の有無、年齢、性別、家族歴、基礎疾患の有無、抗血栓療法の有無、 

腫瘍の肉眼形態、組織型、壁深達度、脈管侵襲の有無（リンパ管侵襲、静脈侵襲）、浸潤部

所見（低分化癌の有無、簇出） 

 

【研究実施期間】 2020 年 8月 21日 ～ 2021年 4月 1日 



 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を特定識別する情報につきましては、特定の個人を識別す

ることができないように個人と関わりのない番号に置き換えて研究します。情報につきま

しては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような

形で使用いたします。また、本研究に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたしま

す。保管期間終了後は情報の破棄を行います。 

記録・資料の保管責任者 虎の門病院消化器内科 部長 布袋屋 修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2021年 2月 1日までの間に下記の連絡先までお申出ください。こ

の場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器内科 山下聡 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科及び虎の門病院分院消化器内科では、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いに

なりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１１年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、 大腸憩室出血のために虎の

門病院消化器内科あるいは虎の門病院分院消化器内科に入院し、大腸内視鏡検査を受けら

れた方 

 

【研究課題名】  

 大腸憩室出血におけるweekend effect の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

大腸憩室出血の週末入院と平日入院で、その後の経過に違いがあるかを明らかにするこ

とです。 

《研究に至る背景》 

大腸憩室出血は多量の出血のため緊急入院を要する疾患で、その診断・治療において

は内視鏡検査が必要となります。しかし、週末に入院した場合には内視鏡検査には準備が

必要なため、平日と比較すると検査をすることが難しい場合があります。以前より脳梗塞

や心筋梗塞といった病気においては週末に入院した場合はその後の経過が良くないことが

わかっています。胃や十二指腸からの出血においても同様で、死亡率や再出血率が高いこ

とが報告されている。しかし、大腸憩室出血に限れば、週末入院の影響(weekend effect)

はわかっていません。 

そのため、今回大腸憩室出血における weekend effect を評価するために研究を行い

ます。 

 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 8月 24 日 ～  ２０２２年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、早坂淳之介 のもと研究終了後 5 年間

保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、内視鏡データ、CT データ、薬歴、看護記録 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

      

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２１年３月３１日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    消化器内科 ・ 早坂淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  消化器内科 ・ 菊池大輔  

電話 044-877-5111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器内科及び虎の門病院分院消化器内科では、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いに

なりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１１年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、 大腸憩室出血のために虎の

門病院消化器内科あるいは虎の門病院分院消化器内科に入院し、大腸内視鏡検査と CT 検

査を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 大腸憩室出血症例の腹部大動脈石灰化と再出血の関係性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

腹部大動脈の石灰化と大腸憩室出血の再出血が関係しているかを明らかにすることです。 

《研究に至る背景》 

大腸憩室出血は多量の出血のため緊急入院を要する疾患です。再出血率も高いため、

再入院を要することも多いことが問題となっています。再出血のリスク因子としては、高

血圧症、腎不全、糖尿病などが指摘され、動脈硬化との関連が指摘されています。しかし、

動脈硬化と再出血の関係を直接評価した報告はありません。そこで、CT 検査で評価した腹

部大動脈石灰化と再出血の関係性を評価することで、動脈硬化が再出血のリスク因子であ

るかを評価します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 8月 24日 ～  ２０２２年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院、早坂淳之介 のもと研究終了後 5 年間
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保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、内視鏡データ、CT データ、薬歴、看護記録 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

消化器内科 ・ 菊池大輔  

 

      

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２１年３月３１日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    消化器内科 ・ 早坂淳之介  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  消化器内科 ・ 菊池大輔  

電話 044-877-5111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問

がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1990 年 1 月 1 日～2020 年 5 月 31 日の間に、虎の

門病院分院腎センターにて腎生検を施行された方 

 

【研究課題名】  

透析導入原疾患を腎生検にて検証する 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院で透析導入となった症例で過去に腎生検を受けて病理診断が可能な症例

のみを集積して透析導入となった原因を調査します。 

《研究に至る背景》 

従来透析導入原疾患についての評価は日本透析医学会が行うアンケート調査に

基づくものですが腎生検結果が反映されていない症例が含まれていました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 8月 24日 ～ 2022年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究し

ます。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表

します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直

樹のもと 2022年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に

関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  
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診療情報：検査データ、診療記録、腎生検病理標本、CT画像データ、薬歴 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 腎センター内科 部長 澤直樹 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支

障がない範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧するこ

とができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情

報につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡く

ださい。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いた

だけない場合には研究対象といたしませんので、2021年 3月 31日までの間

に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスに

おいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 腎センター内科 澤直樹   代表電話番号  044-

877-5111 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院腎センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：１９８５年１月１日 ～ ２０１８年１２月３１日の間に、腎生検に

て糖尿病性腎臓病と診断された方 

 

【研究課題名】  

 糖尿病性腎臓病における蛋白尿の trajectory pattern と腎予後との関係の検討 

  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 腎生検にて糖尿病性腎臓病と確認された虎の門病院・虎の門病院分院の方を対象に、蛋

白尿の経時的変化（軌跡）を同定するとともに、この蛋白尿の軌跡に関わる臨床因子（年齢、

性別、血圧、体重、腎機能など）を探索し、さらにこれらの蛋白尿の軌跡と透析導入との関

係を明らかにすることが目的です。 

《研究に至る背景》 

  糖尿病性腎臓病は慢性腎不全の最大の原因疾患であります。その患者数は増加の一途

を辿り、1998 年以降は我が国の透析導入の原因疾患の第 1 位を占めております。糖尿病

性腎臓病において、蛋白尿は透析導入の独立した危険因子であることが報告されています

が、蛋白尿は血圧、体重、降圧薬などの修飾を受け、増減あるいは消失するなど経過中に変

動していくことが知られております。しかしながら、蛋白尿の経時的変化すなわち軌跡の報

告やその軌跡と腎予後（透析導入）との関係の報告は皆無です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 8 月 24 日 ～  ２０２１年１２月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院腎センター内科部長 澤直樹のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴など  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院腎センター内科 部長 澤直樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身や家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身や家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

には研究対象といたしませんので、２０２０年１１月３０日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  腎センター内科 ・ 澤直樹  

電話 044-877-5111(代表) 

 

虎の門病院分院  腎センター内科 ・ 山内真之 

電話 044-877-5111(代表) 

 

虎の門病院  腎センター内科 ・ 星野純一 

電話 0３３-３５８２-１111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 虎の門病院循環器センター内科、臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みにな

り、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりました

ら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2020年 1月 1日～2020年 5月 31日の間に新型コロナウイルス感

染症のために虎の門病院に入院し治療を受けられた方。 

 

【研究課題名】 

循環器疾患合併 COVID-19患者に関する多施設共同観察研究（CLAVIS-COVID） 

 

【研究の目的・背景】 

世界中で感染拡大が起きている COVID-19ですが、最近の報告から COVID-19に罹患した

患者さんのうち、80%以上は軽症例として寛解することが知られています。しかし、その一方で

循環器疾患を含む基礎疾患を有する患者さんでは、入院を要するような重症化する症例が多

いこともわかってきており、それらの患者群を対象とした詳細な医学的知見の蓄積が急務とな

っています。そのため今回我々は、循環器疾患合併 COVID-19 患者さんの実態調査を行うべ

く、多施設共同研究を立ち上げ、後ろ向き観察研究を行うことと致しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 8月 24日～2023年 3月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

 お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で

公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

 また、本研究に係る記録・資料は東邦大学医療センター大森病院、松本新吾のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 



【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

 診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、順天堂大学大学院に置かれる研究事務局運営のもと、Redcap と

いう情報管理ツールを用いて提供します。 

 

【利用する診療情報】 

診療記録、検査データ、レントゲン、CTデータ、心電図、看護記録など 

 

【研究代表者】 

東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 松本新吾 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

循環器センター内科 山口徹雄 

 

【利用する者の範囲】 

順天堂大学大学院 循環器内科 准教授 末永祐哉 

東海大学医学部付属病院 循環器内科 助教 鳥居翔 

神戸市立医療センター中央市立病院 循環器内科 医長 北井豪 

東京医科大学病院 循環器内科 講師 山下淳 

東京医科歯科大学 循環器内科 寄付講座准教授 米津太志 

慶応義塾大学 循環器内科 講師 香坂俊 

Cleveland Clinic Department of Cardiovascular Medicine Research Fellow 黒田俊介 

聖隷浜松病院 循環器内科 医長 斎藤秀樹 

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 医長 矢崎義行 

北里大学病院 循環器内科 助教 石井俊輔 

東京都立墨東病院 循環器内科 医長 安倍大輔 

東京女子医科大学東医療センター 循環器内科 講師 重城健太郎 

金沢大学付属病院 循環器内科 特任准教授 野村章洋 

千葉大学医学部付属病院 循環器内科 助教 加藤賢 

大阪急性期・総合医療センター 循環器内科 医長 菊池篤志 

名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 助教 近藤徹 

弘前大学大学院 脳卒中・血管内科学講座 助教 西崎公貴 

久留米大学病院 循環器内科 助教 柴田龍宏 

荏原病院 循環器内科 医員 佐野隆英 

総合東京病院 循環器内科 医長 滝村英幸 

聖マリアンナ医科大学 循環器内科 教授 明石嘉浩 

一宮市立市民病院 循環器内科 医長 澤村昭典 



兵庫県立加古川医療センター 循環器内科 部長 岩田幸代 

相模原協同病院 循環器内科 医員 野田賢史 

九州大学病院 循環器内科 助教 坂本隆史 

横浜市立大学附属病院 循環器内科 助教 小西正紹 

三井記念病院 循環器内科 医員 堀内優 

国立病院機構相模原病院 循環器内科 科長 森田有紀子 

東京ベイ・浦安市川医療センター 感染症科 医長 織田錬太郎 

国立国際医療研究センター病院 循環器内科 医員 葉山裕真 

都立広尾病院 循環器内科 医員 北村健 

国立病院機構災害医療センター 循環器内科 医員 早坂和人 

国立医療福祉大学大学院 循環器内科 教授 岸拓弥 

佐賀大学医学部 循環器内科 教授 野出孝一 

東京大学医学部付属病院 循環器内科 教授 小室一成 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

 本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護に支障がない範

囲に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。本研究では

今後国内のみならず、国外の研究グループとも情報共有を行い、データの解析や検証、そして

結果報告を行う可能性があります。また WHO が運営する ISARIC のような国外の研究グルー

プから情報提供依頼があった際も、医学発展のために情報提供を行う可能性があります。こ

のような共同研究依頼が研究期間内に生じる可能性や、本研究で得られたデータに関して特

定の個人を識別することが出来ない情報に加工したうえで、国内および国外の研究グループ

との共同研究に利用する可能性があります。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

 本研究に関する質問やお問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

 また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので 2021年 12月 31日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】       

虎の門病院  循環器センター内科 山口 徹雄 

                       斎藤 崇史  

電話 03-3588-1111（代表） 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院小児科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1989 年 3 月 1 日～2020 年 6 月 30 日に、ターナー症候群のために虎の門病院小児

科に入院・通院し、診療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

ターナー症候群の腎形態、腎機能に関する臨床的研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

ターナー症候群の患者さんの腎臓の機能を明らかにすることを目的としています。 

《研究に至る背景》 

ターナー症候群の患者さんは 30～40%に腎臓の形態異常を合併することが知られてい

ます。ほとんどは問題にならないような軽いものですが、一部には手術を必要とすること

もあり注意が必要です。しかしターナー症候群の患者さんの腎臓の機能に関する研究はこ

れまでほとんど行われていません。診療情報を用いて eGFR（推算糸球体濾過量）を計算

することによりターナー症候群の患者さんの腎臓の機能を明らかにし、今後の診療に生か

していきたいと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 8月 21日 ～  2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院小児科、小川哲史のもと研究終了後 5 年間

保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で
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廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 初診時年齢、身長、血圧、染色体核型、腎臓形態画像所見（超音波、CT、

尿路造影、MRU、核医学検査）、心臓超音波検査所見、血清クレアチニン

値、尿検査結果 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

小児科 小川哲史 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2020 年 11 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  小児科 小川哲史  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身か

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015 年 5 月から 20２０年 2 月の期間、虎の門病院消化器外科で、食道腫瘍の診断を受

け、外科的切除を受けた方 

 

【研究課題名】  

食道切除において奇静脈弓切離が外科的アウトカムに与える影響 

 

【研究の目的・背景】  

 食道腫瘍治療において、外科的切除は重要な役割を担っています。しかし、食道切除は、

消化器手術の中でも最も侵襲の大きい手術のひとつであり、周術期の合併症率・死亡率は非

常に高いのが現状です。胸腔鏡下手術の導入を含め、侵襲軽減への取り組みは汎く取り入れ

られていますが、その成績は依然満足のいくものではありません。 

 食道手術の胸腔内操作において、奇静脈弓の結紮および切離は、視野の確保と食道の授動

のために行われます。奇静脈切離は、国内外を問わずルーティンで施行されていることが多

く、温存は一般的に行われていません。ゆえに、その外科的アウトカムに与える影響に関す

る研究は過去わずかに存在するのみです。 

 本研究では、食道腫瘍に対する外科切除症例において、奇静脈切離/温存と外科的アウト

カムとの関連を後方視的に解析し、奇静脈温存の意義を検討することを目標とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 9月 23 日～202１年３月３1 日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独施設研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了

から10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で
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きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはございません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、腫瘍深達度、リンパ節転移、臨床病期、術後病理組織学的所見、手術

所見（手術時間、出血量を含む）、術後合併症、治療経過、術後経過 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 消化器外科 

住所 ：105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2  

研究責任者 ：上野 正紀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年１月３1 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 浦辺雅之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 1 月から 2025 年 8 月の期間に、虎の門病院消化器外科に入院(あるいは通院)

し、鏡視下手術(腹腔鏡および胸腔鏡手術)を受けられた方 

 

【研究課題名】  

AI を用いた手術支援システムの構築 

【研究の目的・背景】  

近年、人工知能(AI)の研究が進み、人間の熟練の技術を AI に学習させて、ロボットに同

じ作業を行わせようとする取り組みがさまざまな領域で進められています。医療の分野に

おいても病気の診断や遺伝子解析等での研究がすでに進んでいます。外科治療においては、

鏡視下手術が主流となり、またロボット支援下手術も多くの領域で保険収載され、毎年手術

症例数が増加しています。手術映像技術の発展に伴い、鮮明な手術映像を得られ、画像処理

システムの高度化、AI システムの進化といったことを背景として、今後 AI 開発がさらに進

んでいくことが予測されております。こうした中で、より安全で正確な手術を患者全員が受

けられるような取り組みが今後重要となってくると考えられます。本研究の目的は、鏡視下

手術において、熟練者のノウハウや知識を、システムに学習させ、手術を支援するAI シス

テムを開発することです。鏡視下(腹腔鏡、胸腔鏡)手術やロボット手術において、熟練者の

ノウハウや知識、技術をシステムに学習させ、手術支援を行なう AI システムを構築するこ

とで、将来、患者さんが、より安全で正確な手術を受けられるようにすることにつながりま

す。  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 9月 23 日～2025 年 12月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院および株式会社アナウト との共同研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了後 5年間保管
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いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄し

ます。 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

手術時の画像データは虎の門病院で特定の個人を識別することができる情報（氏名、生年月

日、カルテ番号等）を削除し、株式会社アナウト（責任者名：小林直）へ パスワード設定

のあるＵＳＢを郵送(書留もしくはレターパック)もしくは直接、手渡しにて提供いたしま

す。パスワードは別途、メールにて連絡いたします。 

 

【利用する診療情報】  

術前に同意を得た録画された手術映像 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 上部消化器外科  上野 正紀 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 上部消化器外科  上野 正紀 

株式会社アナウト 代表取締役 小林 直 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関 株式会社アナウト 代表取締役・研究責任者 小林 直 

          

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、令和 7 年 11 月 30 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 上部消化器外科 大倉遊 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

                                                第１版 ２０２０年７月１２日作成 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０００年 1 月 1 日 ～ 20２０年６月 3０日の間 に、 虎の

門病院本院・分院において大腸癌に対する外科的切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

大腸癌手術の合併症の低減と予後改善を目指した手術手技・周術期管理に関する探索的研

究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

大腸癌手術における短期・長期成績に影響を及ぼす臨床病理学的因子を明らかにし、合併症

の低減と予後の改善を目的とした望ましい手技・周術期管理の確立に向けた検討を行いま

す。 

 

《研究に至る背景》 

大腸癌は転移があっても積極的な切除により予後が改善することが知られており、原発巣

のみならず、肝臓などへの転移巣に対しても積極的な切除が行われています。しかし近年で

は、手術手技や周術期管理の進歩により身体リスクの高い患者さんに対しても高侵襲の複

雑な手術を行う機会が増えており、合併症率や手術関連死亡がなかなか 0 にならないとい

う問題もあります。そのため手術治療そのもののリスクや問題点を客観的に明らかにし、ま

たそれらに深くかかわる臨床病理学的因子を洗い出し、適切な手術手技、周術期管理の構築

に向けた検討を行います。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 9月 23 日 ～  202３年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院消化器外科 的場周一郎 のもと研究終了

日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院本院・分院外へ提供する予定はありません。 

 

【利用する診療情報】  

【術前項目】 

年齢，性別，BMI，ASA，生活歴, 家族歴, 既往歴，治療歴(術前治療含む）,術前、病変

部位(CT，MRI 所見および経時的な変化を含む), 血液検査所見（血算、生化学、凝固），

腫瘍マーカー（血清 CEA，CA19-9, p53抗体などの腫瘍マーカー）、Performance 

status、栄養状態等。 

 

 【手術関連項目】 

手術日，術式，手術時間，出血量，輸血の有無，輸液量, 腹腔鏡下アプローチの有無、

Pringleの有無, 肝門遮断時間, リンパ節郭清の有無，リンパ節郭清個数，他臓器合併切

除の有無, 再建の有無, 癒着の程度、血管・臓器損傷の有無、止血剤・癒着防止材使用・

ドレーンの使用の有無等 

 

 【術後項目】 

 病理診断（悪性疾患については本邦のがん取扱い規約ならびにUICC 第 8版に 

準じる項目：腫瘍径，壁深達度，リンパ節転移個数，リンパ節転移部位，組織型， 

脈管侵襲，癌遺残度，腹水細胞診など）、 術後合併症（Clavien-Dindo分類による），治療、 

術後在院日数，術後体重, 術後輸液量および食事量, 内服薬, 疼痛状態, 術後補助療法の 

内容・施行期間，最終予後確認日，再発確認日，再発有無，再発部位，転帰，死因, 術後採 

血結果所見および画像所見（術前項目に準じる）  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科（下部） ・ 的場周一郎 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 
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【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 202２年６月 3０日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科（下部） 的場周一郎 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

当院で２００８年１月から２０１９年３月までにマントル細胞リンパ腫に対して自

家造血幹細胞移植併用大量化学療法を施行した患者 

 

【研究課題名】  

マントル細胞リンパ腫に対する自家造血幹細胞移植併用大量化学療法の治療成績 

 

【研究の目的・背景】   

マントル細胞リンパ腫はB細胞性リンパ腫の１つであり、再発リスクが高く、化学療

法による治癒は困難な疾患です。B細胞性リンパ腫の初発時の治療としてR-CHOP（リ

ツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン）

療法は有効な治療ですが、マントル細胞リンパ腫の場合は治療成功期間が21カ月にと

どまり、リツキシマブによる無増悪生存期間や生存期間の延長効果も示されていません。

このため若年(60～70歳未満)のマントル細胞リンパ腫に対しては、シタラビン大量療

法や自家造血幹細胞移植併用大量化学療法（自家移植）を含む強力な初回治療が勧めら

れています。 

European MCL Networkが自家移植可能な若年者未治療マントル細胞リンパ腫を

対象として、R-CHOP療法と R-CHOP/R-DHAP（デキサメサゾン、シタラビン、シ

スプラチン）交替療法の寛解導入療法としての治療成績を比較する臨床試験を行いまし

た。この試験では、治療成功期間だけではなく、全生存期間においても R-CHOP/R-

DHAP 交替療法群の方が優れていたと報告されています。当院でも 2013 年以降 R-

CHOP/R-DHAP 交替療法と用いて治療を行っていましたが、シスプラチンによる腎

機能障害を来す場合が多く、治療を完遂できない方もおられました。R-BAC（ベンダ

ムスチン、シタラビン）療法は自家移植前の寛解導入療法としての報告は見られないも

のの、毒性も比較的少なく、マントル細胞リンパ腫に対する有力な治療方法の一つとし

て近年報告されています。当院では若年者のマントル細胞リンパ腫に対する寛解導入療

法として R-CHOP/R-BAC交替療法を行っています。しかしながら、自家移植前の寛

解導入療法を比較検討している報告はこれまでにほとんど見られません。 

またマントル細胞リンパ腫における予後予測モデルは年齢、Performance status

（PS）、血清 LD、末梢血白血球数といった臨床所見で規定されるが、近年分子細胞学
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的特徴と予後の関連が明らかになってきており、中でも腫瘍細胞における SOX11（マ

ントル細胞リンパ腫の細胞内に発現しているタンパク質の名称）の発現と予後の関連が

示唆されています。 

本研究では、当院におけるマントル細胞リンパ腫の自家移植の治療成績を解析し、寛

解導入療法や SOX11 の発現と予後の関連を検討します。本研究の解析結果は、今後

治療戦略を決定するにあたり、有用なデータとなると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 10月 23日 ～ ２０22年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わる記

録・資料は、虎の門病院 血液内科 山本 豪のもと保管し、研究終了後、学会・学術論文

等で研究結果を開示したのち、個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、採血結果、画像所見、病理診断、転帰など） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 山本 豪 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年３月３１日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 
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【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 梶 大介 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

200１年 1 月 1 日 ～ 2019 年 12 月 31 日の間に、再生不良性貧血のため虎の門病

院血液科に入院・通院し、同種造血細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】 

成人再生不良性貧血に対する同種造血幹細胞移植においてドナーソースの与える影響 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

再生不良性貧血に対して同種造血細胞移植を行った症例を解析し、移植源別の成績と特徴

を解析いたします。 

 

《研究に至る背景》 

再生不良性貧血の患者さんで、血縁者に適格なドナーがいないため、骨髄バンクや臍帯血

からの移植を検討されることがあります。骨髄バンクや臍帯血バンクからの移植について

は成績が向上している一方、移植するべき時期やどのドナーを選択した方が良いかについ

ては明確な位置づけが定まっていないのが現状です。すべての移植源から幅広く移植を行

っている当院での移植経験を解析することで、各移植源の特徴を捉えることができます。

本研究の結果から、再生不良性貧血の患者さんにより良い移植医療を提供できるようにな

る重要な情報が得られると考えております。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 10月 23日 ～ 2025年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わる記
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録・資料は虎の門病院・血液内科・谷口 修一のもと研究成果発表後 5 年間保管いたしま

す。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診療記録、薬歴、画像データ 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。また、ご自身

やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対

象といたしませんので、2021 年 1 月 3１日までの間に下記の相談窓口までお申し出くだ

さい。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはあり

ません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・山本 久史 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院整形外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」と

お思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1975 年 1 月 1 日～2020 年 8 月 31 日の間に、虎の

門病院分院整形外科にて透析に伴う手根管症候群手術を施行された方 

 

【研究課題名】  

透析性手根管症候群の手術時等透析年数の調査 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院で透析性手根管症候群の手術を行った例のみを集積して透析性手根管症候

群の血液透析導入から手術時までの透析年数を調査します。 

《研究に至る背景》 

これまで指摘された透析性手根管症候群の血液透析導入から手術時までの透析

年数に比べて現在の血液透析導入から手術時までの透析年数は、透析技術の進

歩により延長されています。ただ、これまでに現状の状況を報告したものはあり

ません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 11月 25 日 ～ 2021年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究し

ます。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表

します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出

のもと 2025年 3 月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関

わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 



 

 

2017.8 

 

 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、身長、体重、内服薬、血液検査結果(総蛋白、Alb、Cr、CRP、

eGFR、HbA1c、Hb、β2MG 等)、透析年数、透析開始時期、透析に至った

原病歴 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支

障がない範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧するこ

とができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情

報につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡く

ださい。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いた

だけない場合には研究対象といたしませんので、2021年 2月 28日までの間

に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスに

おいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出   代表電話番号  044-

877-5111 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身か

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015 年 5 月から 20２０年 2 月の期間、虎の門病院消化器外科で、食道悪性腫瘍の診断

を受け、外科的切除を受けた方 

 

【研究課題名】  

食道悪性腫瘍手術における透析療法の影響 

 

【研究の目的・背景】  

 本邦において、透析患者数は 33 万人を超えており、慢性腎臓病の増加は公衆衛生上の重

要な問題となっています。全世界的にも維持透析患者数は増加の一途を辿っており、腎臓内

科医に限らず、一般臨床医が透析患者に対する機会も多くなっています。 

 外科も例外ではなく、透析療法を受けている患者の手術を行うことも珍しくなくなりま

いた。しかし、透析患者に対する外科治療の成績は、依然として報告例が少なく、十分に検

討されていないのが現状です。その背景には、透析患者は周術期の合併症・死亡のハイリス

ク群とみなされ、高侵襲な手術治療を避けられる傾向があると推測されます。特に、食道悪

性腫瘍手術は、それ自体が非常に周術期リスクの高い手術ですが、透析患者に対する食道手

術の報告はきわめて少なく、その成績を検討した多数例の研究はありません。 

 本研究では、食道悪性腫瘍に対する外科切除症例において、透析療法の有無と外科的アウ

トカムとの関連を後方視的に解析し、透析療法が短期・長期予後に与える影響を明らかにす

ることを目標とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020 年 11月 25日～202１年３月３1 日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独施設研究 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 消化器外科 上野正紀 のもと研究終了

から10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはございません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、腫瘍深達度、リンパ節転移、臨床病期、術後病理組織学的所見、手術

所見（手術時間、出血量を含む）、術後合併症、治療経過、術後経過 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 消化器外科 

住所 ：105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2  

研究責任者 ：上野 正紀 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年１月３1 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 消化器外科 浦辺雅之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０20年 10月 19日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2009年 6月１日 ～2020年３月３１日の間に、虎の門病院血

液内科に入院・通院し、血液疾患に対し初回の臍帯血移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

臍帯血移植における HHV6脳症を発症する危険因子と長期予後の検討 

 

【研究の目的・背景】   

同種移植は難治性の血液疾患に対して完治を望める強力な治療法です。同種移植には造

血幹細胞を提供するドナーが必須です。そのドナーの選択肢の一つとして臍帯血移植があ

ります。臍帯血移植はこの２０年の間に本邦で急速に発展し、生着率の改善をはじめとした

安全性担保の工夫が日々検証されています。一方で未だ健康な若年成人への臍帯血移植で

もおおむね２０％の治療関連死亡率が示されており、この死亡率の改善が強く望まれます。

治療関連死亡率の要因として、臍帯血移植特有のウイルス合併症があります。中でもHHV6

脳症は約１０％の発症率をみとめ、かつ一定頻度で死亡に至ったり、社会生活困難な後遺症

を来たしたりすることが知られております。HHV6 脳症の発症危険因子とその臨床経過を

後方視的に解析し、より安全性の高い臍帯血移植の確立の一助とするのが目的です。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020年 11月 24日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 内田直之のもと 2025 年３月３

１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 内田 直之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２１年３月

３1 日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 景山 康生・内田 直之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院整形外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」と

お思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1975 年 1 月 1 日～2020 年 8 月 31 日の間に、虎の

門病院分院整形外科にて大腿骨頸部アミロイド骨嚢腫を施行された方 

 

【研究課題名】 

長期血液透析により生じた大腿骨頸部アミロイド骨嚢腫に対する病的骨折リスクの検

討  

【研究の目的・背景】   

《目的》 

長期血液透析により生じた大腿骨頸部アミロイド骨嚢腫において当院で実施した手

術症例を後ろ向きに調査します。 

《研究に至る背景》 

長期血液透析により生じた大腿骨頸部アミロイド骨嚢腫における手術適応に関してこ

れまでに報告されていません。上記疾患に対して適切に介入し予防手術を実施する

ことで、病的骨折の発症を予防し ADLの低下を防ぐことができると考えます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 12月 18日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究し

ます。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表

します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出

のもと 2025年 3月 31日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関

わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

年齢、性別、身長、体重、内服薬、血液検査結果、透析年数、透析開始時期、

透析に至った原病歴、X線およびCT検査 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支

障がない範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧するこ

とができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情

報につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡く

ださい。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いた

だけない場合には研究対象といたしませんので、2021年 2月 28日までの間

に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスに

おいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 整形外科 部長 喜多島 出   代表電話番号  044-

877-5111 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院集中治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018 年 4 月 1 日 ～ 2020 年 3 月 31 日の間 に、虎の門

病院集中治療室（ICU）に入室された方 

 

【研究課題名】  

院内総死亡数・ICU 内死亡数・ICU 転出後死亡数についての検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

集中治療の全体的治療評価、運営上の課題確認、入室患者の重症度変化など確認する目的で

検討した。 

《研究に至る背景》 

病院の診療内容・安全管理・運営状況など総合的に評価する基本的指標として、死亡症例数

は用いられる。2019 年 5 月に新病院に移転した。移転に伴い、集中治療室入室患者数・

入室症例内容・運営方法など変化したので検討した。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 12月 18日 ～  研究終了日 2021 年 1月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院集中治療科 石井健 のもと学会終了後本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 
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当施設以外には提供しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

院内総死亡数、ICU 内死亡数、ICU 転出後死亡数、死亡数の推移、死亡例の当該担当診療 

科、新入室患者数、のべ利用ベッド日、平均在室日数、加算算定率（14日間以内入室）

など。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

集中治療科 石井 健 

 

【利用する者の範囲】 

なし       

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2021 年１月 25 日 までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  集中治療科 石井 健 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科及び虎の門病院分院血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2012 年 1月 1 日以降に、虎の門病院血液内科に入院・通院し、血液疾患と診断された方 

 

【研究課題名】  

日本血液学会 疫学調査・血液疾患登録  

 

【研究の目的・背景】   

血液疾患は、内科疾患全体の中では約 1 割に満たない比較的稀な疾患です。しかし，そ

の多くは白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの重篤な悪性疾患か，再生不良性貧血

や特発性血小板減少性紫斑病などの難治性疾患です。それ故、病態研究や、 新しい治療法

の開発が必要とされている疾患が大部分を占めています。 

頻度の低い難治性疾患の治療成績を向上させるためには、疾患の発生頻度、年次推移，

地域差などを正確に把握し、これらの資料を礎として、多施設による臨床試験・研究を行

う必要があります。しかし、血液疾患領域においては、診療費が公費で負担されている一

部の疾患を除いて、全国的な疾患登録と解析はほとんど行われていませんでした。このた

め，ある疾患が特定の地域においてどの程度発生し、どのような治療や研究が必要とされ

ているのかなどが不明でした。 

こうした状況を改善するため、日本血液学会は，一部の疾患（鉄欠乏性貧血など）を除

くすべての血液疾患を対象として、診断時に患者情報と細分類名を含む疾患名、及び生 

存・死亡などの転帰情報を併せて収集し、必要に応じて二次調査を行うという血液疾患登

録事業を、2006 年 10月から行っています。 

 本研究では、血液疾患の発生数・死亡数に関する動向を把握することを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2014 年 4月 9 日 ～  2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は一般社団法人日本血液学会(理事長：赤司 浩一、研究責

任者：松村 到)のもと研究終了について報告された日から 5 年を経過した日又は研究結果

の最終の公表について報告された日から 3 年を経過した日のいずれか遅い日までの期間、

適切に保管します。本学会の研究主体が存続する限りデータの破棄は行いません。破棄す

る場合は、紙媒体、電子媒体の何れにおいても誰もののかわからないようにして破棄しま

す。当院の原資料に関しては、提供終了後 3年以上保管します。 

 

【診療情報を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないよう

に個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、特定非営利活動法人 臨床研究支援機構 

データセンター (名古屋医療センター臨床研究センター内 電話：052-951-1111(代表) 

e-mail： datacenter@nnh.go.jp) へ電子的配信で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

患者氏名のイニシャル、施設患者番号(患者 ID 番 号)、性別、生年月日、住所：都道府

県市区町村郡(JIS コード)、性別、診断日、WHO 分類に基づいた疾患名、予後、転帰 

 

【研究代表者】  

一般社団法人 日本血液学会 学術・統計調査委員会  委員長 松村 到（近畿大学 医学部 血

液・膠原病内科 教授） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科 谷口 修一  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

血液内科 和気 敦  

 

【利用する者の範囲】 

調査実施主体  

一般社団法人 日本血液学会 

 理事長 赤司 浩一 (九州大学 医学部 第一内科教授) 

 学術・統計調査委員会 委員長 松村 到（近畿大学 医学部 血液・膠原病内科 教授）  

 住所：〒604-0847  京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 518 番地 前田エスエヌビ

ル８階 

 電話：075-231-5111 
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 FAX：075-231-5722 

 

参加施設は日本血液学会のホームページに掲載されています 

http://www.jshem.or.jp/modules/research/index.php?content_id=2 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2021 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    血液内科 谷口 修一  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  血液内科 和気 敦  

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科及び虎の門病院分院血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、また

はこの研究に「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 1 月以降の研究期間内に、虎の門病院血液内科および分院血液内科で急性混合性

白血病と診断された方 

 

【研究課題名】  

WHO2008分類に基づく急性混合性白血病の診断とその後の臨床経過の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

急性混合性白血病の診断とその後の臨床経過を明らかにすること 

《研究に至る背景》 

急性混合性白血病は稀な疾患で、その診断基準は報告によって異なっていましたが、

2008 年に発表された WHO 分類で診断基準が統一されました。したがって、この基準に

基づいて診断された急性混合性白血病の臨床経過についての報告は少ないです。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2014年 6月 6 日 ～  202３年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科・部長 谷口 修一のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

患者背景：年齢、性別、身長、体重、原疾患名、移植前病期、予防抗菌薬 

移植情報：前処置、graft-versus-host disease（GVHD）予防、移植日、造血幹細胞

源、移植細胞数、pre-engraftment immune reactions（PIR）および GVHD の有無・

stage・grade・治療内容、好中球生着日 

患者所見：体温、血圧、脈拍、自覚症状、他覚所見 

血液検査：血算、生化学、凝固 

画像診断：胸部 X線、胸部 CT 

予後に関する情報 

 

【研究代表者】  

虎の門病院血液内科・部長 谷口 修一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院血液内科・部長 谷口 修一 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院血液内科・部長 和氣 敦 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・髙木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 血液内科・和氣 敦 

電話 044-877-5111(代表) 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

2020年 3月１6日 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この案内をお読みになり、ご自身がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡くださ

い。 

 

【対象となる方】 

２０１０年４月１日～２０１６年３月３１日の間に、当院で造血幹細胞移植を受けられた

成人の方 

 

【研究課題名】  

同種造血幹細胞移植後の骨代謝異常の発症率と予後に関する解析 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院単独研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

[自施設研究責任者]  

虎の門病院 血液内科 谷口修一・森有紀 

 

【研究の目的】   

本邦における同種移植前後の骨代謝性疾患に関するデータを蓄積し、かつそれに影響を与

える因子を明らかにし、有用な予防・治療対策を確立することを目的とする。 

 

【利用するカルテ情報】  

患者基本情報（年齢、性別、原疾患のリスク、移植源、移植回数、HLA適合度、移植前処

置、免疫抑制剤の種類、予防的抗真菌薬の種類、侵襲性真菌症の既往、サイトメガロウイル

ス感染症、急性および慢性 GVHD、高用量ステロイドの使用、免疫抑制療法の中止、抗真

菌薬の中止など）、侵襲性真菌症（侵襲性カンジダ症、侵襲性アスペルギルス症、ムーコ

ル症他） 

【研究実施期間】 2014年 12月 3日〜２０２２年３月３１日 



 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌

等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わ

る記録・資料は、研究終了後に、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、廃棄し

ます。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、平成２８年９月３１日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院放射線部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対

象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

2006 年 11 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日の間に、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、硬膜動

静脈瘻、頭蓋内血管狭窄症等のために虎の門病院脳神経血管内治療科に入院・通院し、診

断脳血管撮影、脳血管内治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

脳神経外科領域の血管造影検査・脳血管内手術の被ばく線量に関する研究 

【研究の目的・背景】   

目的：診断血管撮影や脳血管内手術における患者と術者の被ばくの線量の測定と最適な放

射線防護方法の確立、ならびに被ばく情報管理の方法について研究を行うことです。 

 

研究に至る背景：脳神経外科領域の血管撮影ならびに脳血管内手術は、手技時間ならびに X

線透視時間が延長する傾向にあるため、患者に対する X 線被ばくが重要な問題となってい

ます。特に脳血管内手術においては、患者の皮膚の紅斑や頭皮の脱毛の発生が多く報告さ

れています。近年では、診断血管撮影では回転撮影やコーンビーム CT 撮影、脳血管内手

術においては適応症例の拡大により、手技時間・透視時間の延長に伴う患者被ばく線量の

増加が懸念されており、一層患者被ばくに対する放射線防護の重要性が増してきています。 

 

 

【研究のために診療情報を解析する期間】  

2015年 7月 24日 ～ 2021年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌



 

 

2017.5.31 

 

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院放射線部 川内覚のもと研究終了後 5 年間

保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断血管撮影や脳血管内手術における被ばく線量データ、装置に記録される血管撮影装置

関連パラメータ（透視時間、面積線量値、積算線量値、撮影 Cアーム角度等） 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 放射線部 部長 丸野 廣大 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 放射線部 診療放射線技師 川内覚 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の記録

をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中

で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011年 1月～2015年 3月に C型肝炎および NASH(非アルコール性脂肪肝炎)が背景の肝癌

に対して虎の門病院あるいは虎の門病院分院に入院し、肝切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

「肝切除した NASH肝癌の臨床・病理学検討」 

 

【単独・多施設】  

虎の門病院と虎の門病院分院の多施設共同研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 肝臓内科 藤山 俊一郎 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【研究責任者】 

虎の門病院分院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【研究の目的】   

NASH 肝癌は増加傾向にありますが、その臨床・病理学的については不明な部分が多いとされて

います。肝切除を受けられた患者さんは癌組織と背景肝組織の両面から正確な組織学的評価を行

うことができ、NASH肝癌の病態解明に寄与するものと思われます。 

NASH肝癌患者さんの臨床・病理学的背景についてC型肝癌で肝切除を受けられた患者さんとの

比較から再発、予後についてレトロスペクティブ(過去の診療情報を調査する研究)に検討します。 

 



【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査、画像検査、病理組織所見、治療経過な

ど 

 

【研究期間】 

2015年 11月 9日～2023年 12月 31日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等

で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わる記録・資

料は研究終了後 5 年間保存いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究の

方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示または訂

正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象としませんの

で、平成 28年 6月 30日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合も診療など病院サ

ービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 斎藤 聡、 鈴木 文孝、鈴木 義之、荒瀬 康司、小林 正宏、 

芥田 憲夫、保坂 哲也、瀬崎 ひとみ、川村 祐介、藤山 俊一郎、熊田 博光 

電話 03-3588-1111(代) 

虎の門病院分院 肝臓内科 斎藤 聡、 鈴木 文孝、鈴木 義之、荒瀬 康司、小林 正宏、 

芥田 憲夫、保坂 哲也、瀬崎 ひとみ、川村 祐介、藤山 俊一郎、熊田 博光 

電話 044-877-5111 (代) 



過去の診療情報及び過去に採取された検体を用いた臨床研究について 

 

2019年 9月 10日 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去

の記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあた

ると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほし

くない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2008 年 1 月 1 日から 2019 年 7 月 31 日までの間に血液疾患のために虎の門病院または虎

の門病院分院に入院または通院した方の中で真菌による菌血症（カビが血液検体から検出

された状態）の診断および治療を受けた方。 

 

【研究課題名】  

血液疾患患者に生じた稀な病原真菌による菌血症の臨床像の検討 

 

【単独・多施設】 

多施設共同研究 

 

【主任研究者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【自施設研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【研究の目的】  

血液疾患患者に生じる真菌による菌血症は予後不良であることが知られており、これら

の臨床像を解析することで、これらの感染症の最適な予防法および治療法の確立をはかる

ため。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、治療経過、血

液から検出された真菌に関するデータ（真菌の菌名、薬剤感受性結果など） 

【利用する検体情報】  



血液から検出された真菌（カビ）を専門機関（国立感染症研究所真菌部）において解析す

る。 

 

【研究実施期間】  

2015年 12月 1日 ～ 2024年（令和 6年）12月 31日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術

雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究

に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。 

情報および検体は虎の門病院で匿名化されたうえで、国立感染症研究所真菌部へ提供され

ます。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2020（令和 2）年 3 月 31 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。こ

の場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



第 4.2 版 

2020年 2月 12日 
 
 

電子カルテ情報活用型多施設症例データベース 

を利用した糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究 

（診療録直結型全国糖尿病データベース事業,J-DREAMS） 

についてのお知らせ 

 

 

 

 本研究は、虎の門病院内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門）と虎の門病院分

院糖尿病・代謝科を受診される糖尿病患者さん全員を対象に、背景や糖尿病

関連指標について調査を行うものです。本研究の実施については、研究倫理

審査委員会の審査を経て、病院長の承認を得ています。 

  

【研究の概要】 

本研究では、カルテに記載された糖尿病患者さんの背景や糖尿病指標を抽出

し、患者さんを特定できない様に匿名化した後、症例データベースを構築し、

症例全体の情報の集計と糖尿病関連項目についての解析を行います。この研

究では、カルテ情報を電子化するために SS-MIX2 というシステムを主として

用い、SS-MIX2が利用できない場合は手入力で登録します。 

本研究事業は、複数の病院の患者さんの情報を統合して、糖尿病について実

態調査を行います。 

 

【研究実施期間】 

本研究は 2015年 12月 24日から 2027 年 3月まで実施予定です。 

 

【対象となる方および対象期間】 

 対象となる方：内分泌代謝科に受診中あるいは受診した糖尿病患者さんの

うち電子カルテに登録のある患者さん 

 対象期間： 2015 年 4月から 2025年 3月まで 

 

【ご参加いただく内容】 

患者さん自身に行っていただく事項はございません。診療を通じて収集した

情報のうち、以下の内容をデータベースに登録させていただきます。 

 

【主な情報収集項目および収集頻度】 

 主な情報収集項目：電子カルテ上に記載・登録された以下の項目。 
性別、年齢（誕生年月）、身長、体重、血圧、生活習慣（喫煙、飲酒）、糖



 2 

尿病の病型、糖尿病の診断時期、家族歴、過去の病気、現在かかっている

病気、処方情報、糖尿病診療に関係のある採血・尿検査の結果など。 

当院の受診が途切れた場合にはその理由など。 

収集頻度：最低年 1回収集することを予定しています。 

 

収集したデータは誰のデータか分からなくした上で（匿名化といいます）、

国立国際医療研究センターが設置する糖尿病クラウドセンター(*1)に送られま

す。政府が定めた倫理指針（「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」）

に則って個人情報を厳重に保護し、研究結果の発表に際しても、個人が特定

されない形で行います。患者さんの個人に関する情報が第三者に漏れること

がないよう、最大限に努力致します。また、将来的にデータの使用方法が変

更・追加になる際には、追加のお知らせを致します。 
(*1)糖尿病クラウドセンター・・・全国の本研究参加病院より送られたデータを蓄積する

場所のこと。 

 

【研究に参加する施設】 

当院や国立国際医療研究センターの二病院（センター病院・国府台病院）以

外に全国の病院が参加しています。これら参加施設の認められた研究者だけ

が、匿名化された収集データを利用することができます。参加する施設一覧

は、次のホームページをご参照ください。 

URL:http://jdreams.jp/institutions/ 

またこの J-DREAMS で集めたデータを、糖尿病に関連する病気の分析のため

に用いることがあります。その研究も上記ホームページに記載されます。 

 

【研究資金とその関係】 

この研究は日本医療研究開発機構(AMED)、国立国際医療研究センターの研究

費、運営費を使って行われております。製薬企業などから契約に基づいて資

金提供を受ける予定でいますが、該当企業(リストは http://jdreams.jp に掲

載)はこの研究を実施したり、皆様のデータを直接見たりすることはありませ

ん。該当企業が決定次第、企業名は公表します。また 2021 年 4月以降は、こ

のデータベースを用いて製薬企業などと共同研究を行うことがあります。そ

の内容、該当企業が決定次第、公表いたします。 

 

この研究への情報提供をご希望されないことをお申し出いただいた場合、

お申し出に従いその患者さんの情報を利用しないようにいたします。ご希望

されない場合、あるいは不明点やご心配なことがございましたら、ご遠慮な

く担当医師にご相談ください。 

この研究への情報提供を希望されない場合でも、治療上何ら支障はなく、不

利益は被りません。 

http://jdreams.jp/institutions/
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 また、患者さん（や代諾者の方）のご希望により、この研究に参加してく

ださった方々の個人情報および知的財産の保護や、この研究の独創性の確保

に支障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法、研究全体の期間、試

料・情報の保管期間に関する資料をご覧いただくことや文書でお渡しするこ

とができます。ご希望される方は下記の問い合わせ先までお申し出ください。 

 

虎の門病院の研究代表者・問い合わせ先 

虎の門病院 内分泌代謝科 

森 保道 

    港区虎ノ門2-2-2 

    TEL 03-3588-1111 （代表） 内線 7013 

 

虎の門病院分院の研究代表者・問い合わせ先 

虎の門病院分院 糖尿病・代謝科 

辻本 哲郎 

    神奈川県川崎市高津区梶ケ谷１丁目３− １     

TEL  044-877-5111 （代表） 内線 6086 

 

研究全体の代表者 

国立国際医療研究センター研究所 

糖尿病研究センター長 

植木 浩二郎 

    〒162－8655 

    東京都新宿区戸山1-21-1 

    電話 03-3202-7181 （代表） 

 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去

の記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたる

と思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくな

い」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2007 年 1 月～2015 年 12 月に肝硬変による合併症(難治性腹水、食道静脈瘤、肝性脳症、

門脈血栓症、低栄養など)のために虎の門病院あるいは虎の門病院分院に入院された方 

目標症例数：2500 例(本院 1000 例、分院 1500 例) 

 

【研究課題名】  

「肝硬変の包括的なマネジメントに関する検討」 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院と虎の門病院分院の多施設共同研究 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【研究代表者】 

虎の門病院分院 肝臓内科・医長  斎藤 聡 

 

【研究の目的】   

肝硬変には難治性腹水、食道静脈瘤、肝性脳症、門脈血栓症、低栄養などの様々な合併

症を伴います。B型肝炎、C型肝炎ともに抗ウイルス療法が進歩しているとはいえ、予後の

改善につながっているかどうかは不明であります。そこで各種合併症に対する治療、再発、

予後についてレトロスペクティブ(過去の診療情報を調査する研究)に検討します。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査、画像検査、治療経過など 

 



【研究期間】 

2016 年 3 月 29 日～2023 年 12 月 31 日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関

わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象と

しませんので、平成 28 年 6 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 斎藤 聡、 鈴木 文孝、鈴木 義之、荒瀬 康司、小林 正宏、 

芥田 憲夫、保坂 哲也、瀬崎 ひとみ、川村 祐介、藤山 俊一郎、熊田 博光 

電話 03-3588-1111(代) 

虎の門病院分院 肝臓内科 斎藤 聡、 鈴木 文孝、鈴木 義之、荒瀬 康司、小林 正宏、 

芥田 憲夫、保坂 哲也、瀬崎 ひとみ、川村 祐介、藤山 俊一郎、熊田 博光 

電話 044-877-5111 (代) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対

象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

2008 年 1 月から 2019 年 3 月の間に、造血器疾患のために虎の門病院血液内科に入院

（あるいは通院）し、同種造血細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

同種造血細胞移植後の肝中心静脈閉塞症/類洞閉塞症（VOD/SOS）とそれに続発した播種

性血管内凝固（DIC）に対して使用したトロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）の

安全性と有効性についての後方視的検討 

 

【研究の目的・背景】   

造血器疾患に対する同種造血細胞移植後にはさまざまな合併症が起こることが知られてい

ます。それらの中でも肝中心静脈閉塞症/類洞閉塞症（VOD/SOS）は医学が発展した現在

でも治療が難しい合併症のひとつで、致死的になることがあります。国際的にはデフィブ

ロタイドが標準的な治療薬ですが、日本での使用はまだ認められていません。 

 肝臓に入る血管は肝動脈と門脈があり、肝臓から出ていく血管は肝静脈だけです。今回、

研究を行う VOD/SOSという疾患は、抗がん剤や放射線治療によって血管が傷つくことに

より、最終的に肝静脈につながる類洞や肝中心静脈といった静脈が閉塞して起こります。

つまり、肝臓に流入した血液の出口が目詰まりを起こしますので、肝臓にうっ血（血液の

滞留）が起こり、肝臓が腫れて痛みや黄疸が生じ、腹水が溜まって体重が増加します。そ

して、血液の固まる力と溶ける力のバランスが崩れた播種性血管内凝固（DIC）という状態

を伴うことがあります。 

 トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）は、DIC の治療薬ですが、VOD/SOS

にも効果があることが報告されています。しかし、トロンボモデュリン アルファ（遺伝子

組換え）は、VOD/SOS の治療薬としての使用は認められていません。今回の研究で

VOD/SOS と DIC を合併した方の診療情報を紐解くことにより、トロンボモデュリン ア

ルファ（遺伝子組換え）の VOD/SOS に対する効果を調べることできると考えられます。 

 

 



 

 

2017.5.31 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０１６年５月２３日 ～ 2023年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科・部長 谷口 修一のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

《診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、採血検査結果、画像検査結果 

（腹 部超音波、CT）、治療経過など 

 

【研究代表者】 【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院血液内科・部長 谷口 修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2021年 3月 31日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 高木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

2020年 3月 16日 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去

の記録をまとめるものです。本研究では疾患の特性上、未成年（16歳以上）の患者さん

が研究の対象となり得ます。以下の説明文書においてお子様の受診歴も対象となること

を想定してお読み下さい。この案内をお読みになり、ご自身あるいはお子様がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報

を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡くださ

い。 

 

【対象となる方】 

１９９３年４月１日～２０１５年１２月３１日の間に、血液疾患の治療のために虎の門病

院に入院し、同種造血幹細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

同種造血幹細胞移植後の二次発がんの発症率と予後に関する解析 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院単独研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

[自施設研究責任者]  

虎の門病院 血液内科 谷口修一・森有紀 

 

【研究の目的】   

日本人成人における同種移植後の二次発がんに関するデータを収集して、リスク因子を明

らかにし、移植後長期フォローアップにおける、移植後二次発がんの有効な予防手法と早

期発見のためのスクリーニング戦略を確立することを目的とする。 

 

【利用するカルテ情報】  

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、HLA 適合度、移植前処置、免疫抑制剤の使

用、ATG の使用、高容量ステロイドの使用、急性および慢性 GVHD、各種感染症を含む

移植後合併症など） 



二次発がんに関する情報（発症日、種類、治療など） 

 

【研究実施期間】 2017年 4月 11日〜２０2２年 3月３１日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に

関わる記録・資料は、研究終了後に、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、廃

棄します。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2019 年 10 月３１日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



過去の診療情報及び過去に採取された検体を用いた臨床研究について 

 

2019年 9月 10日 

 

虎の門病院および虎の門病院分院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた過去の記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011 年 1 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日までの間に悪性疾患（固形癌及び血液悪性疾患）

のために虎の門病院または虎の門病院分院に入院または通院した方の中で耐性グラム陰性

桿菌（ESBL 産生腸内細菌、カルバペネマーゼ産生腸内細菌、多剤耐性緑膿菌、

Stenotrophomonas maltophilia）による菌血症（血液検体から該当する細菌が検出された

状態）の診断および治療を受けた方。 

 

【研究課題名】  

悪性疾患患者に生じた耐性グラム陰性桿菌による菌血症の研究 

 

【単独・多施設】 

多施設共同研究 

 

【主任研究者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【自施設研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【研究の目的】  

悪性疾患患者に生じる耐性グラム陰性桿菌による菌血症は予後不良であることが知られ

ており、これらの臨床像を解析することで、これらの感染症の最適な予防法および治療法

の確立をはかるため。 

 

【利用するカルテ情報】  



診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、治療経過、血

液から検出されたグラム陰性桿菌に関するデータ（菌名、薬剤感受性結果など） 

【利用する検体情報】  

血液から検出された耐性グラム陰性桿菌を虎の門病院および虎の門病院分院にて解析する。 

 

【研究実施期間】  

2016年 5月 18日 ～ 2024年（令和 6年）12月 31日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術

雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究

に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、令和 2年 3月 31日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合も

診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2006年 1月 1 日～2013年 12 月 31 日の間に、造血器疾患のた

めに虎の門病院血液内科に入院・通院し、初回の同種造血幹細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

同種移植後早期における中枢神経合併症の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

この研究は当院で造血器疾患に対して初回の同種移植を行った方の中枢神経合併症の発症

頻度、原因、危険因子を検討し、より合併症の予防や対策を発展させるためのものです。 

《研究に至る背景》 

同種造血幹細胞移植の治療関連死亡率は依然として高く、その安全性を高めるうえで合併

症に対する予防・早期介入法の確立が重要です。中でも、移植後早期に発症する意識障害

やけいれんといった中枢神経（脳や脊髄）に関連した合併症は未だ未解明な点が多く、か

つ一旦発症すると重篤になったり後遺症が残ったりする場合があります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2016 年 6月 29 日 ～ 202２年 3 月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院・血液内科 谷口 修一 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 



 

 

2017.8 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院・血液内科・景山 康生  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科 谷口 修一  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０１６年７月３０日（記載必須） までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  血液内科 景山康生  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

     

 

虎の門病院および虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめるものです。この案内をお読みにな

り、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、または

この研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

慢性肝疾患のために虎の門病院 あるいは 虎の門病院分院に入院(あるいは通院)し、

2015年 5月 1日 〜 2020年 7月 31日の間にナルフラフィン塩酸塩の治療を開

始された方。 

 

【研究課題名】 

慢性肝疾患に対するナルフラフィン塩酸塩のそう痒症改善効果に関する検討 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院・同分院共同研究 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 肝臓内科 芥田 憲夫 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

 肝臓内科 芥田 憲夫 

 

【研究の目的】 

ナルフラフィン塩酸塩（製品名：ノピコール®カプセル2.5μg、レミッチ®カプセル2.5μg）

は、血液透析患者さん及び慢性肝疾患患者さんにおける経口そう痒症改善剤です。今回は

慢性肝疾患でそう痒感を自覚する患者さんに対して市販後に服用されたナルフラフィン塩

酸塩のそう痒症改善効果を過去の診療録を用いて検討します。 

 

【利用するカルテ情報】 

診断名、年齢、性別、既往歴、臨床検査値（AST/ALT/血小板数等）、画像検査、治療経過

（そう痒感の程度の推移等） 



 

【研究実施期間】 2017 年 1月 10 日 ～ 2025 年 12 月 31 日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に

関わる記録・資料は研究終了後も破棄しません。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号におきかえたうえで、虎の門病院分院肝臓内科へパスワード設定付きのメモリーステ

ィックで提供いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

公示期間：院長承認日 ～ 2024年 3月 31 日 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2024 年 3 月 31 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 044-877-5111(代表) 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

2020年 4月 1日 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、HER2 陽性乳癌におけるペ

ルツズマブとトラスツズマブエムタンシンを用いた術前療法の検討（ランダム化第Ⅱ相試

験：Neo-peaks試験、JBCRG－20）に参加された患者さんの長期予後を調べるものです。

この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問

がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

当院で 2014年 7 月から 2016年 2 月までの間に、JBCRG-20(Neo-peaks)医師主

導治験に参加し、２次登録をされた方の治療データを使用します。 

 

【研究課題名】 JBCRG-20 Follow 

HER2 陽性乳癌におけるペルツズマブとトラスツズマブ エムタンシンを用いた術前療

法の検討（ランダム化第Ⅱ相試験：Neo-peaks試験）付随研究長期予後観察研究 

 

【単独・多施設】多施設共同研究 

 

【主任研究者】京都大学大学院医学研究科 外科学講座乳腺科学 戸井雅和     

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 外科・乳腺外科  増田慎三  

 

【自施設研究責任者】 虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

 

【研究の目的】 

JBCRG-20(Neo-peaks)医師主導治験に参加した患者さんを対象に、手術後 5 年間追

跡調査を実施します。患者さんの各時点の状態及び治療内容を調査し、病状を把握するた

めに検査を行います。基本的には通常診療の検査と同じ内容、同じ頻度です。 

なお、患者さんの転居等の理由で来院が困難な場合は、電話等によって可能な範囲で調査

をさせて頂く場合がありますので、ご了承下さい。 

 

【利用するカルテ情報】  

・治療の内容、期間、腫瘍の縮小効果、増悪の有無、治療中止の理由 

・生存状況等 

 

【研究実施期間】 2017年 4月 25日 ～ 2021年 11月 まで 

 

 



【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術

雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研

究に関わる記録・資料は、研究の終了について報告された日から５年を経過した日、又

は、研究の結果の最終の公表について報告された日から３年を経過した日のいずれか遅

い日までの期間、保存いたします。情報は虎の門病院で匿名化されたうえで、JBCRG

へ提供されます。保管期間終了後は、個人情報の保護に配慮し、匿名化を行った後、機

密文書として適切な方法で廃棄致します。 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

また、この試験が適正かつ安全に実施され、患者さんの人権が守られ、かつ検査や診断の

結果が正しく報告されていることを検討する目的として、モニタリング及び監査に従事

する者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において患者さんに関する試料・情報を閲

覧することがあります。その場合も、患者さんの個人情報は厳重に守られます。 

 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象と

しませんので、2017年 6 月 30日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この

場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 医長 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



「妊娠と薬」相談外来の診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院薬剤部と産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、虎

の門病院産婦人科と薬剤部が共同で運営している「妊娠と薬」相談外来で得られた記録をま

とめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる

方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を使ってほしくない」と

お思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1988 年 4月 1 日 ～ 2018 年 12 月末の間に、産婦人科「妊娠と薬」相談外来受診の

ために虎の門病院産婦人科「妊娠と薬」相談外来に来院した 20 歳以上の方。 

 

【研究課題名】  

妊婦服用薬物と胎児への影響に関するカルテ調査による疫学研究 

 

【研究の目的・背景】 

目的：虎の門病院の「妊娠と薬」相談外来では、受診された妊婦さんの出産結果や妊娠経

過を確認・集計し外来相談に役立てたいと考えています。また、より正確に胎児への影響を

評価する目的で、複数の妊婦さんの情報を研究して、薬と胎児の安全性・危険性をより正確

なものにしたいと考えています。 

研究に至る背景：妊娠中に使用した薬が胎児に及ぼす影響に関する情報が少ない現状があ

ります。このため妊婦さんの治療にあたる医師の判断根拠も少なく、妊婦さん自身が薬に不

安を感じることもあります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 2月 9 日～2023 年 3月 31 日 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。（対応表の管理者 

山根律子） 

学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院薬剤部、伊藤忠明のもと研究終了後 5 年間



保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃

棄します。 

 

【利用する診療情報】 

使用薬剤名、出産結果（児の奇形の有無）、分娩週数、出生児体重、性別、新生児合併症、

妊娠・分娩児母体合併症 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 薬剤部 伊藤 忠明   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 薬剤部 伊藤 忠明   

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2019 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 薬剤部 医薬情報科 妊娠と薬相談外来事務局 山根律子 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科および虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施してお

ります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある

場合、またはこの研究に「ご自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いにな

りましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 1 月～2016 年 1 月の間に、SVR(C 型肝炎に対して抗ウイルス療法を施行し、

投与終了し24週間経過後も持続的にC型肝炎ウイルスが陰性化している状態)後肝癌のた

めに虎の門病院肝臓内科あるいは虎の門病院分院肝臓内科に入院・通院し、肝癌治療を受

けられた方 

 

【研究課題名】  

C 型慢性肝疾患の SVR(持続的ウイルス陰性化)後肝癌に対する臨床病理学的検討 

 

【研究の目的・背景】   

SVR(持続的ウイルス陰性化)が達成されると炎症の鎮静化が得られ肝癌の発症リスクは有

意に低下するとされている。しかし近年、SVR達成後に肝癌を発症した報告が増加してお

り、SVR後も定期的な画像検査を継続することが重要であります。そこでどのようにSVR 

後の定期画像検査を行うかについてレトロスペクティブ(過去の診療情報を調査する研究)

に検討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2017年 2月 9日～2023年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院の共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科 斎藤 聡のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない
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形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査、画像検査(超音波検査、CT、MRI)、

病理検査、治療経過など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 肝臓内科 斎藤 聡 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 肝臓内科 斎藤 聡 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院 肝臓内科 斎藤 聡 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2017 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 斎藤 聡 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 斎藤 聡 

電話 044-877-5111(代表) 



過去の診療情報及び過去に採取された検体を用いた臨床研究について 

 

 

虎の門病院臨床感染症科および虎の門病院分院臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施

しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめるものです。この

案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問が

ある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2009年 3月 1日から 2018年 12月 31日までの間に虎の門病院または虎の門病院分院に入院

または通院した方の中で Helicobacter cinaedi （ヘリコバクター・シネディ）菌の感染症

にかかり治療を受けた方。 

 

【研究課題名】  

Helicobacter cinaedi感染症に関する研究 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院、虎の門病院分院、東京大学医学部との共同研究 

 

【主任研究者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【自施設研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【利用する者の範囲】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院臨床感染症科 荒岡秀樹 

東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻 病態診断医学講座 臨床病態検査医学分野 

教授 矢冨裕 

東京大学医学部 感染制御学 教授 森屋恭爾 

 

【研究の目的】  

近年、血液培養から Helicobacter cinaediと呼ばれる細菌がしばしば検出されることが認

知されてきました。しかしながら、現在のところ感染経路や治療方法など依然として明ら

かになっていないことが多い状態です。これらを明らかにすることで、今後同様の疾患に



罹患された患者さんの治療に役立つ可能性があります。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、治療経過、検

出された菌に関するデータ 

 

【利用する検体情報】  

患者さんから採取された検体より分離・検出された菌（Helicobacter cinaedi）について

東京大学医学部と共同研究を行います。具体的には、質量分析器による菌の詳細な解析（菌

名の正確な特定）、分子疫学的解析（遺伝子の検査）、薬剤感受性検査（どの薬が効くのか

を見る検査）などです。質量分析器による菌の詳細な解析など基礎的な検討は、東京大学

医学部において行われます。 

 

【研究実施期間】  

2017年 4月 19日 ～ 2023年 12月 31日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術

雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究

に関わる記録・資料は虎の門病院臨床感染症科、米山彰子のもと研究終了後 5 年間保存い

たします。 

菌株は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の番号で管理され東京大学医学部へ提供され

ます。菌株の解析・検査後の取り扱いについては研究責任者の責任の下に、東京大学医学

部内で廃棄いたします。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、東京大学医学部へ規定に従い 3 重包装を行

い、ゆうパックや宅急便を利用して提供いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示



または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2017年 7月 31日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場合も診

療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

電話 044-877-5111（代表） 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

     

 

虎の門病院肝臓内科および虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施してお

ります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015 年 7 月 1 日 〜 2020 年 7 月 31 日の間に、慢性肝疾患のために虎の門病院肝

臓内科に通院された方。 

 

【研究課題名】 

慢性肝疾患のそう痒症（かゆみ）出現頻度に関する検討 

 

【研究の目的・背景】 

慢性肝疾患患者さんの合併症の一つとして、そう痒症（かゆみ）が挙げられますが、その

頻度に関する詳細な検討は行われていません。今回は慢性肝疾患の患者さんにおいて、そ

う痒症（かゆみ）を自覚する頻度とそう痒症（かゆみ）を起こし易い要因を過去の診療録

を用いて検討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2017年 4月 19日 ～ 2025年 12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人との関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科医局に送り保管します。責任者の虎の門病院・分

院肝臓内科、芥田憲夫のもと保管し、研究終了後は責任者の、現責任者退職後も所在をは

っきりとし、施錠とパスワード設定できるセキュリティーのもと永年保管します。 



 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人との関わりのな

い番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院へ提供したします。 

 

【利用する診療情報】 

かゆみの程度、診断名（慢性肝炎/肝硬変/肝臓癌）、慢性肝疾患の原因（B 型肝炎/C 型肝

炎/自己免疫性肝炎/原発性胆汁性肝硬変/アルコール性肝障害/非アルコール性脂肪肝炎

等）、年齢、性別、既往歴、臨床検査値（AST/ALT/血小板数等）、薬歴 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、2025 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申出くださ

い。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありま

せん。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田 憲夫 



電話 044-877-5111(代表) 



臨床情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院及び虎の門病院分院肝臓内科、虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を

実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめるものです。

この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質

問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 1 月～2020 年 4 月に、虎の門病院・同分院 肝臓内科、同消化器外科で肝細胞

癌に対してラジオ波焼灼療法（RFA：radiofrequency ablation）, 肝切除及び肝動脈化学

塞栓術その他内服の抗癌剤治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

BCLC stage 別の最適な肝細胞癌治療の検討 

 

【研究の目的】   

 現在肝細胞癌治療の一つの指標として、世界的に BCLC (barcelona clinic liver cancer) 

stage 分類が使用されているものの、日本の実臨床にかならずしも則しているわけではな

く、日本独自での、より日本の肝癌治療に則したガイドラインの作成が望まれています。

今回 BCLC stage 別の治療方法・予後等を検討することにより、より積極的に根治治療を

目指せる方が増える可能性があります。 

※用語説明；RFA (radiofrequency ablation：ラジオ波焼灼療法) 

      ；BCLC (barcelona clinic liver cancer) 

 

【研究に至る背景】 

 肝癌治療における BCLC stage は、おもに積極的な根治的肝癌治療の対象となる Early 

stage, 及び肝動脈化学塞栓術(TACE)が推奨される intermediate stage,その他積極的な

治療が困難となる advanced stage, terminal stage を含む Stage分類であります。欧米

では BCLC での intermediate stage では TACE 単独が推奨されるものの, 日本において

は必ずしも TACE 単独ではなく、肝切除、ラジオ波焼灼療法等との組み合わせにより、よ

り根治性を高めた治療方法も選択されることが多いのが現状です。 

今回,当院にて肝細胞癌治療が施行された症例を BCLC Stage 別に分けた場合、実際にはど

のような治療内容になっているのか、日本におけるより最適な治療アルゴリズムの作成が

可能かどうかも含め、検討することを目的といたしました。 



本研究の結果から、日本の治療アルゴリズムがより肝癌症例の治療予後に貢献できること

が明らかにできる可能性があると考えております。 

 

 

【研究期間】  

調査資料の調査期間  2005 年 1 月 〜 2020 年 4 月 

研究期間  2017 年 8 月 31 日 ～ 2022 年 3 月 31 日 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院・同分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表させていただきます。 

また、本研究に関わる記録・資料は『保管責任者 虎の門病院 肝臓内科 川村祐介』のもと 

破棄せず永年保管いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院分院 肝臓内科外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院分院 肝臓内科で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等に置き換えたうえで、虎の門病院 肝臓内科へ USB 記録媒体にて院

内の配送ルートを用い配送いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長・体重等の身体所見、既往歴・等の病歴、血液・生化学的所見

等の採血所見、腹部エコー、CT、MRI の画像・生理検査所見、病理組織検査所見、治療経

過・薬の使用状況等 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

 

【研究責任者】   



虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

 

【利用するものの範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2021 年 11 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 川村祐介 電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 電話 044-877-5111 (代表) 



臨床情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院及び虎の門病院分院肝臓内科、虎の門病院健康管理センターでは、以下の臨床

研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめるもの

です。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、

ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1997 年 1 月～2019 年 2 月に、虎の門病院・同分院 (肝臓内科)・健康管理センターで

病歴・採血・腹部超音波検査の結果から脂肪肝と診断された方 

 

【研究課題名】  

脂肪性肝疾患症例における臨床経過での肝機能改善、増悪が悪性疾患を含めた合併症発症

率に及ぼす影響 

 

【研究の目的】   

 脂肪性肝疾患（Fatty liver disease）は肝細胞癌を含め、脳血管障害・心血管障害・慢性

腎障害等 種々の合併症を引き起こすリスクファクターとして広く認知されています。しか

しながら、それらの発症率に日々のエタノール摂取量が及ぼす影響、また、生活習慣改善・

悪化等で肝機能が改善・悪化された方において、これらの合併症の発症率がどのように変

化するか不明な点も多く、これらを明らかにすることを目的としています。 

 

【研究に至る背景】 

現在、食生活の欧米化を含めた、生活スタイルの変化などが原因で、脂肪肝を背景とし

た非アルコール性脂肪性肝疾患(Non-alcoholic fatty liver disease:NAFLD)による肝障

害が急速に増加してきています。NAFLD 症例の中には非アルコール性脂肪性肝炎

(Non-alcoholic fatty liver disease:NASH)へと進展し、病態が改善されない限りは、最

終的にはウイルス性肝炎と同様、肝臓の線維化が増悪し、肝硬変・肝細胞癌(hepatocellular 

carcinoma:HCC)まで進行する可能性があります。また、腹部超音波検査で脂肪肝所見を

認める方においてはエタノール摂取量増加により肝発癌率が増加することをこれまでの検

討で明らかにしてきました（9,959 例の腹部超音波にて脂肪肝を指摘された症例をエタノ

ール摂取量,20g/日, <40g-≥20g/日, <70g-≥40g/日, ≥70g/日の 4群に分け検討した結

果, エタノール摂取量 <70g-≥40gで肝発癌に対するHazard Ratio (HR) 2.48, ≥70gで

HR 12.61 と<20g/日と比較して, 有意に肝発癌促進に働くという結果でした）。しかしな



がら、これまでの検討はあくまでも初診時の採血結果所見から検討したもののため、その

後生活指導等の介入が入った後、肝機能の改善・増悪によりどの程度肝発癌率が改善・悪

化するか等は明らかになっていません。加えて、近年脂肪性肝疾患からの脳血管障害発症

率、冠動脈疾患発症率、糖尿病発症率、慢性腎障害発症率、他臓器癌発症率の増加等、種々

の合併症に対する脂肪肝、脂肪性肝障害として表出しているメタボリックシンドロームの

関与が注目されています。今回当院にて肝臓内科・健康管理センターにてフォローしてい

る脂肪肝の方を対象に、臨床経過での肝機能改善・増悪が肝発癌を含めた種々の合併症発

現にどのように影響するか、また、そこに観察開始時のエタノール摂取量がどのように関

与するかを明らかにするため今回の研究を考案いたしました。 

 

【研究期間】  

調査資料の調査期間  1997 年 1 月 〜 2019 年 2 月 

研究期間  2017 年 9 月 11 日 ～ 2022 年 3 月 31 日 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院・同分院 (肝臓内科)・健康管理センター 多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表させていただきます。 

また、本研究に関わる記録・資料は『保管責任者 虎の門病院 肝臓内科 川村祐介』のもと 

破棄せず永年保管いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院分院 肝臓内科外及び虎の門病院健康管理センター外へ提供する

場合】 

診療情報は、虎の門病院分院 肝臓内科及び虎の門病院健康管理センターで特定の個人を識

別することができないように個人と関わりのない番号等に置き換えたうえで、虎の門病院 

肝臓内科へ USB 記録媒体にて院内の配送ルートを用い配送いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長・体重等の身体所見、既往歴・等の病歴、血液・生化学的所見



等の採血所見、腹部エコー、CT、MRI の画像・生理検査所見、病理組織検査所見、治療経

過・薬の使用状況等 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 荒瀬康司 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 健康管理センター・肝臓内科 荒瀬康司 

 

【利用するものの範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 荒瀬康司 

虎の門病院 健康管理センター・肝臓内科 荒瀬康司 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2021 年 11 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 健康管理センター 荒瀬康司 電話 03-3560-7777 (代表) 

虎の門病院 肝臓内科 川村祐介 電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 電話 044-877-5111 (代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科、内分泌代謝科の共同研究として、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身やご家族この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりました

ら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2001 年 1 月 1 日 ～ 2017 年 12 月 31 日の間に、下垂体腺腫のために虎の門病院

間脳下垂体外科に入院し、手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

下垂体腺腫における術前治療に関わる病理組織学的変化 

 

【研究の目的・背景】   

近年、成長ホルモン産生下垂体腺腫において、特に術前薬物治療を受けた症例が、今まで

利用されてきた病理組織分類の定義に典型的でないものが多いことがわかってきました。 

現行の下垂体腺腫の病理組織学的分類は、術前治療が行われていない標本で確立されてお

り、術前治療の組織所見への影響の検討は、まだ十分に行われていません。また、ソマトス

タチンアナログによる術前治療を受けた腫瘍で、術後治療効果予測のためのソマトスタチ

ン受容体発現を免疫組織学的に検査することが、その後の治療感受性予測に有用であるか

も、明らかとはなっていません。このことから、当院において既に染色された標本などを用

いて病理組織学的検討を詳細に加えることで、臨床に則した病理分類を構築することを予

定しています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2018 年 6月 26 日 ～ 2021 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院間脳下垂体外科西岡宏のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院外への情報の提供はありません。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、MRI画像データ、薬歴、病理スライド 

 

【研究代表者】  

間脳下垂体外科 西岡宏 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

間脳下垂体外科 西岡宏 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院 間脳下垂体外科 福原紀章、井下尚子 

虎の門病院 内分泌代謝科 竹内靖博、竹下章 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年 10 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 間脳下垂体外科 西岡宏 電話 03-3588-1111(代表) 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院健康管理センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2008 年 1月 4 日～2015 年 12月 28 日に、虎の門病院健康管理センターの人間ドック

に受診された 20歳以上の方 

 

【研究課題名】  

人間ドック受診者の肺機能検査および画像検査結果と全身ドックデータの検討 

 

【研究の目的・背景】   

当院健康管理センターで人間ドックを受診した方を対象に肺機能検査および胸部画像所見

から採血データなどの関係について検討をします。 

高齢化する日本では呼吸器疾患対策の重要性が高まっています。しかし慢性閉塞性肺疾患

（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）をはじめとする慢性呼吸器疾患は

症状が乏しいことが多く、一般の臨床の現場では十分に把握ができない面があります。一

方で慢性呼吸器疾患は高齢者に多く、全身に様々な悪影響を及ぼします。以上をふまえ基

本的に症状の少ない人間ドック受診者のデータから呼吸器関連データと様々な全身の異常

の関連を検討します。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

 

2017 年 10月 17日 ～ 2024年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院健康管理センター単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院健康管理センター統括センター長 荒瀬康
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司のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

ドック受診結果(年齢、性別、身長、体重、既往歴、採血・検尿・検便検査結果、画像検査

（胸部 X線検査、オプション胸部 CT検査）、生理機能検査、問診結果等)および、本院カ

ルテ情報(診断名、臨床経過、採血・検尿・検便検査結果、画像検査、生理機能検査結果等)。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院健康管理センター 荒瀬康司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院健康管理センター 荒瀬康司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 健康管理センター 荒瀬康司 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１０年４月１日～２０１７年３月３１日の間に、血液疾患の治療のために虎の門病院

に入院し、同種造血幹細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

同種移植後VZV感染症に対する免疫回復を指標とした抗ウイルス薬長期投与と予防接

種の有効性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

帯状疱疹ウイルス（Varicella-Zoster virus: VZV）感染症は移植後中後期の重要な合

併症であり、抗ウイルス薬の予防投与により発症を抑制できますが、中止後の発症が多い

ことが知られています。そのため、免疫力が十分に回復するまで継続することが推奨され

ていますが、実際にどの程度免疫力が回復すれば中止しても大丈夫なのか、或いは VZV 感

染症に対する予防接種は有効なのかなどについての情報は未だ乏しいのが現状です。従っ

て、本研究では、同種移植後の VZV 感染症のより減少させるために効果的な予防法を見つ

けることを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 9月 21 日 ～ ２０２2年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 血液内科 谷口修一のもと研究終了後 5 
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年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

患者基本情報、移植情報（年齢、性別、原疾患のリスク、移植源、移植回数、HLA 適合度、

移植前処置など）、検査データ（免疫回復、VZV の抗体価）、診療記録（急性および慢

性 GVHD 発症の有無及び重症度、VZV 感染症とその治療・予後など）薬歴（免疫抑制剤

の種類、予防的抗ウイルス薬の種類、高用量ステロイドの使用、免疫抑制療法の中止、予

防的抗ウイルス薬の中止など） 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年 10 月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で

得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあた

ると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報・検体（試料）を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 4 月から 2019 年 9 月までの間に、乳癌のために虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分

泌外科に入院・通院し、JBCRG-22医師主導治験に参加し、２次登録をされた方 

 

【研究課題名】 JBCRG-22 Follow 

Triple negative 乳癌における，エリブリンメシル酸塩を用いた術前化学療法多施設共同無作為

化第Ⅱ相臨床試験(JBCRG-22) 付随研究 生存観察研究 

 

【研究の目的・背景】   

JBCRG-22医師主導治験に参加した患者さんを対象に、手術後 5年間追跡調査を実施します。

患者さんの各時点の状態及び治療内容を調査し、病状を把握するために検査を行います。基本

的には通常診療の検査と同じ内容、同じ頻度です。 

なお、患者さんの転居等の理由で来院が困難な場合は、電話等によって可能な範囲で調査をさ

せて頂く場合がありますので、ご了承下さい。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】  

2020 年 6月 10 日 ～ 2024 年 12 月 まで 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することがで

きないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表する

際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は一般社団法人 JBCRG代表理事大野真司のもと、虎の門病院

内では臨床腫瘍科医長田辺裕子のもと、研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わ

りのない番号等におきかえます。診療情報は紙の調査用紙に記入し、一般社団法人 JBCRGデー

タセンターへ郵送いたします。検体（試料）は京都大学医学部附属病院へ宅配便で提供いたしま

す。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

・治療の内容、期間、腫瘍の縮小効果、増悪の有無、治療中止の理由 

・検体：術後 1年（±3カ月）の血液検体 

・生存状況等 

 

【倫理審査】 

研究を実施するにあたり、科学的、倫理的な観点から審議・承認され病院長の許可を得ていま

す。JBCRG-22 医師主導治験は当院の治験審査委員会で審査されました。JBCRG-22Follow

は当院の研究倫理審査委員会で審査されました。 

 

【知的財産権や経済的な利益】 

JBCRG-22 医師主導治験においては、知的財産権や経済的な利益は JBCRG に帰属します。

JBCRG-22Followにおいては、特許、その他の知的財産に関する権利は、協議のうえで一般社

団法人 JBCRGおよびエーザイ株式会社、またはそのいずれかに帰属します。 

 

【研究代表者】  

京都大学 大学院医学研究科 外科学講座乳腺外科学 戸井雅和  

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター外科・乳腺外科 増田慎三 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 田辺裕子 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 乳腺外科統括診療部長 髙橋 將人 

新潟県立がんセンター新潟病院 乳腺外科院長 佐藤 信昭 

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 腫瘍内科／乳腺外科腫瘍内科学講座主任教授 佐治重衡 

筑波大学附属病院 乳腺甲状腺内分泌外科准教授 坂東 裕子 

埼玉医科大学国際医療センター乳腺腫瘍科教授 大崎 昭彦 

埼玉県立がんセンター乳腺外科医長 林 祐二 

千葉県がんセンター乳腺外科主任医長 中村 力也 
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がん・感染症センター 都立駒込病院 外科医長 有賀 智之 

公益財団法人 がん研究会有明病院 乳腺センター乳腺内科部長 伊藤 良則  

杏林大学医学部付属病院 乳腺外科教授 井本 滋 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科 医長 山中隆司 

京都大学医部附属病院 乳腺外科 鈴木栄治 

独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター 乳腺外科外科医長・乳腺外科科長 増田 慎三 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 乳腺・内分泌外科主任部長 中山貴寛 

地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 乳腺外科主任部長 大谷彰一郎 

広島大学病院 乳腺外科診療准教授 角舎 学行 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 乳腺外科臨床研究推進部長 青儀 健二郎 

熊本大学医学部付属病院 乳腺・内分泌外科 山本 豊 

地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央民病院 乳腺外科 木川雄一郎 

一般社団法人 JBCRG データセンター 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に

限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示または訂

正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年８月までの間に下記の相談窓口までお申し出くだ

さい。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 医長 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

  調査対象となる期間： 2011 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日の間に、虎の門病

院付属健康管理センターにて人間ドックを受けられた方 

 

【研究課題名】  

  慢性腎臓病の発症・進行に関する臨床研究   

 

【研究の目的・背景】   

  虎の門病院付属健康管理センターで人間ドックを受診した方を対象に慢性腎臓病の危

険因子について検討します   

  慢性腎臓病の有病率は我が国でも１３％と多く、その発症・進行予防は人工透析、心

臓血管障害の予防の点からも重要な課題です。   

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 12月 12日 ～ 2022年 12月 31日   

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センター単独研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は  虎の門病院付属健康管理センター、笛田大志課長  

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

 



 

 

【利用する診療情報】  

 血液検査、超音波検査画像、年齢、性別、身長、体重、既往歴、生活歴   

 

【研究代表者】  

 虎の門病院付属健康管理センター ・ 戸田晶子   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 健康管理センター ・ 荒瀬康司  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2018 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター  戸田晶子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

同種造血幹細胞移植を受けられた方で、２０１０年４月１日～２０１７年８月３１日の

間に、当院で予防接種を受けた方 

 

【研究課題名】  

同種造血幹細胞移植患者に対する予防接種の有効性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

ワクチンで予防できる病気は、一定の時期や地域で流行しますが、移植後に罹患すると

重症化して致死的な状態に至ることがあります。従って、国内外のガイドラインでは、同

種移植を受けられた方に対して予防接種を推奨しています。しかし、ワクチンの種類や接

種時期、接種回数に関するガイドラインの推奨の根拠となっているのは、主に欧米或いは

小児で行われた大規模観察研究の結果であり、本邦の成人移植患者におけるデータはほと

んどないのが現状です。また、成人と小児では好発する感染症や発症率に差があり、かつ

本邦と欧米ではライセンスを受けたワクチンの種類や接種回数も異なるため、本邦の成人

移植患者における予防接種の有効性を評価することは、非常に重要だと考えられます。以

上より、本研究では、同種造血幹細胞移植後の日本人成人患者における予防接種の有効性

を評価すると共に、抗体獲得に影響を与える因子を明らかにすることを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 2月 15 日 ～ ２０22年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑
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誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 血液内科 谷口修一のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA 適合度、移植前処置な

ど）、免疫回復（白血球数、リンパ球数、CD4 陽性リンパ球数、CD8 陽性リンパ球数、

CD19 陽性リンパ球数, CD4/CD8 比、IgG、IgA、IgM）、急性及び慢性 GVHD、免疫

抑制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及び投与期間）、抗ウイルス薬の投与状

況（種類、投与量及び投与期間など）、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、ムンプス及び帯状

疱疹ウイルス抗体価、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、ムンプス及び帯状疱疹ウイルス感染

症の発症（発症日、治療、予後） 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない

場合には、研究対象といたしませんので、2019 年１0 月３１日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 



乳癌における臨床的諸因子と予後に関する後方視的研究について 

（後方視的研究とは、既に行われたことをさかのぼって 調査・検討する場合の研究の

ことをいいます） 

 

虎の門病院乳腺・内分泌外科、臨床腫瘍科、病理診断科では、以下の臨床研究を実施し

ております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお

読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問が

ある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思い

になりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

乳癌と診断され、2006年９月1日～2022年9月30日に虎の門病院で手術療法・薬物

療法・放射線療法のいずれかが実施された方、またその予定の方。 

 

【研究課題名】  

乳癌における臨床的諸因子と予後に関する後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】   

《 目的 》 

虎の門病院において手術、薬物療法を施行した乳癌症例の臨床データを収集し、後方視

的に検討（後から振り返って検討）することを目的としています。 

《 研究に至る背景 》 

単施設（虎の門病院）に一定期間で治療された乳癌症例の臨床データ、予後を収集し、

これを解析することは、自施設の臨床成績を客観的に評価、検証することになりこれは

乳癌の臨床を実施している基幹施設（日本乳癌学会専門医制度に基づく認定施設、がん

診療連携拠点病院）としては必須の役割と考えます。またこれらを統計学的に解析する

ことにより、新たな病理学的特徴、因子の発見にもつながる可能性があり、意義のある

ことと考えます。 

   

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017 年 12月 6 日 ～ 2022 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

自施設単独研究（虎の門病院） 

 



 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 川端英孝のもと研究終了後 １年間（2023

年 12 月 31 日まで）保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で消去、廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、患者年齢、家族歴、既往歴、臨床因子（腫瘍径、リンパ節転移の有無、

遠隔転移の有無、部位）、病理学的諸因子（組織型、サブタイプ、Ki67、腫瘍径、リ

ンパ節転移の有無・個数、組織学的グレード、脈管侵襲）、術前薬物療法の有無とその

病理組織学的効果、予後などです。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 乳腺・内分泌外科部長 川端英孝 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

乳腺・内分泌外科部長 川端英孝 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族がの診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない

場合には研究対象といたしませんので、2022 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 乳腺・内分泌外科 川端英孝 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院泌尿器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 4 月以降に、虎の門病院に入院・通院し、泌尿器科での手術・処置を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

「虎の門病院泌尿器科 NCD 症例登録」 

 

【研究の目的・背景】 

National Clinical Database（以下、NCD）は、臨床現場の医療情報を体系的に把握し、

医療の質向上に資する分析を行うことで、市民の皆様に最善の医療を提供し、適正な医療

水準を維持することを目的としています。この事業で集められたデータを分析することで、

①手術を行っている施設診療科の特徴②、医療水準の評価、③適正な専門医のありかた、

④特定条件、特定手術における予後情報を明らかにすることが出来ます。この巨大なデー

タベースは、専門医申請のための診療実績を証明するインフラとして活用されるだけでな

く、手術成績から見た医療の質の評価も可能とします。 

したがって、今回われわれは、この NCD を利用し、当院泌尿器科で行われている泌尿器

科手術の内容や質を継続的に評価しその結果をフィードバックすることで最善の医療を提

供するための臨床現場の取組みを支援することを目的とします。 

 

【病院長承認日】  

 2018 年 1 月 23日 

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌



 

 

 

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。情報の取扱や管理にあ

たっては、関連する法令や取決め（「個人情報保護法」、「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等）を遵守していま

す。 

本研究に関わる記録・資料の保管場所：電子カルテ 

保管責任者：泌尿器科部長 岡根谷利一 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、一般社団法人 National Clinical Database (NCD) へ、オン

ライン登録で提供いたします。 

なお、ＮＣＤについては、虎の門病院ホームページ「虎の門病院について」→「外科手術、

処置を受ける患者さんへ（ＮＣＤ）」にも掲載されております。 

 

【利用する診療情報】  

登録される情報は、性別、生年月日、手術日、疾患の学会区分、疾患部位、定時/緊急手

術の別、保険適用、指導医、術者、助手、麻酔法、手技、移植手術の場合の移植生着状況、

熱傷の場合の予後など日常診療でおこなわれている手術等の各種治療やその方法等となり

ます。 

 

【研究代表者】  

一般社団法人 NCD 代表理事 岩中 督 

一般社団法人日本泌尿器科学会理事長 藤澤 正人 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

泌尿器科 医長 浦上 慎司 

 

【利用する者の範囲】 

一般社団法人 National Clinical Database 

一般社団法人日本泌尿器科学会 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 



 

 

 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

にはデータ登録を拒否して頂くこともできます。なお、登録を拒否されたことで診療など

病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 泌尿器科 医長 浦上 慎司 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院呼吸器内科、呼吸器外科、病理部では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた過去の記録や検査結果、あるいは手術検体の情報をま

とめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたる

と思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の情報を使

ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011 年 6 月から 2017 年 5 月に、虎の門病院呼吸器センター外科で肺癌に対して根治

手術が行われた方の中で、間質性肺炎を合併されていた 20 歳以上の方 

 

【研究課題名】  

間質性肺炎合併肺癌手術症例の臨床・放射線・病理学的検討 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院における単独研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 呼吸器センター内科 小川和雅 

[自施設研究責任者]  

虎の門病院 呼吸器センター内科 宮本 篤 

 

【研究の目的】   

間質性肺炎合併肺癌の特徴や予後などを検討します。 

 

【研究の背景】   

間質性肺炎と肺癌はしばしば合併しますが、間質性肺炎に合併した肺癌の治療経過や予後、

あるいは画像・病理所見などについてはまだほとんど分かっていないことばかりです。こ

の研究を通してこれらの特徴を明らかにしていきたいと思います。 

 

【利用する情報】  

診断名、年齢、性別、既往歴、処方歴、血液検査、呼吸機能検査、画像検査、治療経過, 

手術でとられた肺癌の病理結果などを利用します。いずれもすでにこれまでの治療経過で

得られた情報を用いますので、これから新たに患者さんに負担がかかることはありません。



もしこのご案内をお読みになり、詳細な説明を希望される場合には下記の相談窓口までご

連絡ください。 

 

【研究実施期間】  

2018 年 10 月 29 日～2021 年 3 月 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会

や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、

本研究に関わる記録・資料は 2026 年 3 月 31 日まで保存いたします。その後、個人が特

定できる記録や患者 ID との対応表などは破棄されます。個人が特定できない研究の解析結

果は破棄されません。本研究に関わる記録・試料の保管責任者は呼吸器内科 小川和雅と

なります。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究対象者の方とそのご家族の方で希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に

支障がない範囲内に限られますが研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができま

す。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、平成30年12月27日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 小川和雅 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院放射線部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2015 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院に

て CT 検査（単純検査、造影検査）を受けた方 

 

【研究課題名】  

MDCT 装置の画質評価、被ばく線量評価に関する研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

CT 装置の性能をファントムを用いて評価を行い、装置性能の差が臨床画像にもたらす影

響を検証することです。 

《研究に至る背景》 

近年の CT(Computed Tomography)装置の進歩は目覚ましく、特に X 線検出器の多列化に

より空間分解能、時間分解能を向上させた撮影が可能となっています。 

当院においても複数台の CT 装置が日常診療にて稼働しています。しかしながら、それぞ

れの装置で、検出器の列数やバージョンが異なり、基本的性能にも差が生じています。こ

のような基本性能の差は、CT 画像の空間分解能、時間分解能、画像ノイズ、被験者に対す

る撮影線量に影響をもたらすものと考えられています。さらに 2007 年 4 月より医療法の一

部が改正されて、医療機器安全管理責任者の下に医療機器の保守点検に関する計画の策定

や保守点検の実施など、法的に機器管理業務が義務化され、これまで以上にユーザーであ

る診療放射線技師が機器の性能評価や保守点検を行うことが必要となってきています。 

CT 画像の性能評価に対しては、水ファントムや自作ファントムなど測定項目に合わせた

評価方法が定められていますが、測定値が実際の臨床画像にどの程度マッチしているか検

証を進める必要があると考えられます。 

 

補足説明：「ファントム」とは、放射線が人体へ与える影響や効果を検証するために使用す

る、人体を模擬した模型を指します。「水ファントム」とは、専用の容器に主に水を満たし

て作成された人体模型のことです。「自作ファントム」とは、市販されているファントムで

はなく、使用者（本研究では、主に研究担当者）が自ら作成して使用するファントムのこ

とを指します。 



 

 

2017.8 

 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 3 月 5 日 ～  2023 年 3 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 放射線部、川内 覚のもと研究終了後 5 

年間または論文発表後 3 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報】  

CT 画像データ画質評価指標（画像ノイズ、コントラスト、空間分解能、時間分解能）お

よび線量指標（CTDIvol、DLP）、CT 検査を実施する目的や疾患に関する情報 

 

補足説明：「CTDIvol」「DLP」は、いずれも CT 装置に表示される、検査の被ばく線量を反映

する数値になります。一般的にはこの値が大きくなるほど、検査当たりの患者さんが受け

る被ばく線量は大きくなります。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 放射線部 部長 小久保 宇 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2022 年 10 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 



 

 

2017.8 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  放射線部 川内 覚 

電話 03-3588-1111(代表) 内線 2650 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科および放射線部では、以下の臨床研究を実施しておりま

す。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みにな

り、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「自分あるいは家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの間に虎の門病院にて脳血管撮影ま

たは脳血管内治療を受けた方 

 

【研究課題名】  

脳血管内治療に関する診断参考レベル構築のための医療被ばく実態調査 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

この研究は、脳血管撮影や脳血管内治療を受ける患者さんの放射線被ばくの実態を調査

することで、標準的な被ばく線量の参考値（診断参考レベル）を策定することを目指しま

す。国内の多くの施設がこの調査を実施することで、極端に被ばくの多い施設や、逆に少

なすぎる施設が識別できるようになり、患者さんの被ばく線量を最適な値に調整すること

ができます。 

 

《研究に至る背景》 

頭頚部血管撮影は、CT や MRI で多くが代用されるようになった現在においても、詳細

な血管の情報を知るためには不可欠な検査手技です。また、その技術を応用した脳血管内

治療（IVR）は、デバイスの進歩に伴って適応が拡大し、実施件数は年々増加しています。

一方、複雑な手技が増えることで、透視時間や撮影回数が増加し、その結果、患者一人あ

たりの被ばく線量も増加しています。 

年々増加する患者の被ばく（医療被ばく）への対策として、放射線防護に関する国際機

関や団体が協力して、エビデンスベースの医療放射線防護の実現に向けた検討を行ってい

ます。その対策の一つが、被ばく防護の最適化のための診断参考レベル（diagnostic 

reference level: DRL）の導入でありますが、日本ではこの対応が欧米より遅れており、

2015 年 4 月 18 日に医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）総会において、よう

やく我が国の DRL 案が承認され、同年 6 月 7 日をもって正式に DRL が公開されました。

しかしながら、そこには診療部位や治療手技の情報は一切盛り込まれずに、「IVR の DRL」

として一括された「IVR 基準点での透視線量率が 20 mGy/min」のみが示されておりまし

た。この数値（単位）自体は血管撮影装置の品質管理（出力線量の管理）にはとても有用



 

 

であるものの、実際の脳血管内治療で患者が受けた被ばく線量ではないため、様々な疾患

背景をもつ患者個人レベルでの被ばく防護の最適化には、直ぐに活用することのできない

線量指標となっています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 5月 29 日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

当院で収集したデータは、誰のデータかを容易には分からなく（匿名化）した上で保管

し、統計的処理を行います。また、このデータはさらに、誰のデータかを完全に分からな

くした上で研究事務局（保管責任者：盛武敬 准教授（産業医科大学 産業生態科学研究所 

放射線健康医学研究室））に送られ、全体解析に用いられます。この研究の全ての過程は、

国が定めた倫理指針（「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」）に則って、個人情

報を厳重に保護し、研究結果の発表に際しても、個人が特定されない形で行います。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 放射線部、川内 覚のもと研究終了後

10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。また、研究事務局に提供した匿名化した研究データは、特段の理由が

ない限り永久保管します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することのできないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、データにパスワード設定をします。そして CD-R に保存して

研究事務局である産業医科大学 産業生態科学研究所 放射線健康医学研究室へ追跡履歴

が残る手段で郵送を行います。 

 

 

【利用する診療情報】  

カルテなどの過去の診療記録から収集した血管撮影装置に関する情報、患者基本情報、

診断名、疾患部位、実施手技に関する情報 

 

【研究代表者】 

松丸祐司（筑波大学 脳神経外科 脳卒中予防・治療学講座 教授） 

  

【研究参加の任意性と撤回の自由について】 

この研究へのご参加は、患者さんご自身やご家族の自由意思に基づくものです。この研



 

 

究への情報提供を希望されないことをお申し出いただいた場合、その患者さんの情報を利

用しないようにいたします。ただし、お申し出いただいた時にすでに研究結果が論文など

で公表されていた場合には、完全に廃棄できないことがあります。情報の利用を希望され

ない場合、あるいは不明な点やご心配なことがございましたら、ご遠慮なく下記相談窓口

にご連絡ください。この研究への情報提供を希望されない場合は 2019 年 10 月 31 日ま

での間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合、診療上何ら支障はなく、不利

益を被ることはありません。 

また、患者さんあるいはご家族のご希望により、この研究に参加してくださった方々の

個人情報および知的財産の保護や、この研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研

究の計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことや文書でお渡しすることができ

ます。希望される方は以下の連絡先までお申し出ください。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 放射線部 川内 覚 

電話 03-3588-1111(代表) 内線 3811 （対応可能時間 平日 9:00-17:00） 

 

【虎の門病院における研究代表者】  

虎の門病院 脳神経血管内治療科 部長 鶴田 和太郎 

 

【利用するものの範囲】 

代表的な研究機関 

：（施設名）筑波大学 脳神経外科 

 （研究責任者）早川幹人 講師 

 

研究に参加が見込まれる施設は、日本脳神経血管内治療学会の認定研修施設であり、以下

のサイトに記載されています。 

http://www.jsnet.umin.jp/6senmoni/65sidoui.html 

 

 

【本研究の事務局】 

産業医科大学産業生態科学研究所放射線健康医学研究室 准教授 盛武 敬 

 

 



過去の診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の人間ドックで得られた過去の記録をまとめるものです。この案内をお読みにな

り、ご自身あるいはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010年1月1日～2017年12月31日の間に虎の門病院付属健康管理センターにて人

間ドックを受診された方 

 

【研究課題名】  

糖尿病の発症に関する臨床研究  

 

【研究の目的・背景】   

虎の門病院付属健康管理センターで人間ドックを受診した方を対象に糖尿病発症の危険因

子について検討します   

  糖尿病の有病率は我が国でも約１２％と多く、その発症予防は人工透析、心臓血管障

害の予防の点からも重要な課題です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 6月 26日 ～  2022年 12月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センター単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

特定の個人を識別することができないように、お名前、ご住所などの特定の個人を識別す

る情報を削除して研究します。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できない

ような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院付属健康管理センター 荒瀬康司のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、問診データ  
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【研究代表者】  

虎の門病院付属健康管理センター 荒瀬康司  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2018 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター 荒瀬康司 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科、循環器センター（内科）、乳腺・内分泌外科では、以下の臨床

研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。こ

の案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、

ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」と

お思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１５年４月１日～２０20 年 3 月の間に、血液腫瘍を除く悪性腫瘍のために虎の門病

院臨床腫瘍科に入院・通院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

がん治療による心血管系有害事象の発生状況の調査とリスク因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

がん治療に伴う心血管系の有害事象の発生割合は、アンスラサイクリン 3-26％（心機

能障害）、エピルビシン 0.9-3.3％（心機能障害）、トラスツズマブ 2-28％（心機能障

害）、ベバシズマブ 0.6-8.5％（虚血性心疾患）、23-34％（高血圧）、6-15.1％（血

栓症）と報告されています。ペルツズマブ、T-DM1、免疫チェックポイント阻害剤につ

いては、心血管系有害事象の報告はほとんどありませんが、比較的新しい薬剤でありデ

ータが十分蓄積されておらず、治療が終了したのち、長期間経過後に出現する副作用に

関する情報も乏しいのが現状です。そのような中、免疫チェックポイント阻害剤による

劇症型心筋炎についてのケースレポートが報告され、注目を集めました。 

そこで、がん治療による心血管系有害事象の発生割合を調査し、患者さん個人の心血管

系リスク因子を合わせた心血管系有害事象の検討や最適な心臓超音波検査の評価法や評

価タイミングを検討することを目的に本研究を計画しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018 年 5月 18 日～２０２2年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、心電図、MRI画像データ、CT データ、薬歴、看護記録など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

  

【虎の門病院における研究事務局】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

 

【利用する者の範囲】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 高野利実、田辺裕子 

 虎の門病院 循環器センター（内科） 児玉隆秀、小宮山知夏 

 虎の門病院 乳腺・内分泌外科 川端英孝、田村宜子、小林蓉子 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、２０20 年 10 月までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係
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る利益相反に関する状況】 

研究責任者が本研究の対象となる薬剤を販売している製薬会社より研究費の収入がありま

すが、本研究には使用しておりません。本研究の資金は自己調達で行います。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 医長 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

1993 年 4 月 1 日～2016 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院血液内科で同種造血幹

細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 同種造血幹細胞移植後インフルエンザ菌 (Haemophilus influenzae) 感染症に関する

研究  

 

【研究の目的・背景】   

インフルエンザ菌感染症の重症例（髄膜炎・敗血症）は小児が主体ですが、薬剤耐性の

獲得や小児における予防接種の導入により、成人でも免疫不全患者を中心に重症化を認

めるようになってきています。従って、国内外のガイドラインでは、同種移植を受けられ

た方に対して予防接種を推奨しています。しかし、同種移植後のインフルエンザ菌感

染症に関する情報は非常に少なく、予防接種の有効性・安全性に関する報告

もほとんど無いのが現状です。特に、臍帯血移植では、抗原感作を受けていないT細

胞が移植されることから、発症リスク、病型、予防接種の有用性などが、成人ドナーか

らの移植と異なる可能性が考えられますが、これに関するデータはまだありません。以

上より、本研究は、同種造血幹細胞移植患者におけるインフルエンザ菌感染症の頻度、

リスク因子及び予後に関して調査すると共に、移植患者におけるヘモフィルスb型ワ

クチンの有効性・安全性を後方視的に評価することを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2018 年 7月 25 日 ～ ２０2２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わる記

録・資料は、研究終了後、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA適合度、移植前処置、転帰

など）、免疫回復（白血球数、リンパ球数、CD4陽性リンパ球数、CD8陽性リンパ球数、

CD19陽性リンパ球数, CD4/CD8比、IgG、IgA、IgM）、急性及び慢性 GVHD、免疫抑

制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及び投与期間）、インフルエンザ菌感染症の

発症（発症日、部位、治療、予後）、ヘモフィルス b 型ワクチンの接種状況（接種

の有無、接種日、副作用の有無）  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 平成 30 年１０月３１日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族が、ご自身または家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日 の間 に、肺癌 の

ために虎の門病院呼吸器センター外科に入院・通院し、胸腔鏡下肺切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

病理病期 1期非小細胞肺癌に対する 3-port胸腔鏡下区域切除及び肺葉切除の予後に

関する検討  

 

【研究の目的・背景】   

  これまで肺癌に対する標準治療は、肺葉切除が第一選択として一般的でした。しかし近年

では、一定の条件を満たした早期肺癌に対しては、肺葉切除より切除範囲が少ない肺区域切

除や、さらに少ない肺部分切除でも十分な治療効果が得られるのではないかという考え方

が広がってきています。当科でこれまで施行してきた早期肺癌に対する手術や患者さんの

情報、経過について遡って解析し、区域切除で十分な治療効果が得られるための条件を考察

することを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 5月 8日 ～  202３年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 呼吸器センター外科 部長 藤森賢 のも

と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は他施設に提供されることはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、喫煙歴、検査データ、診療記録、CT 画像データ、薬歴、看護記

録、病理報告、合併症、生存期間など を使用します。  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 呼吸器センター外科 部長 藤森 賢  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 20２０年１２月 31 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  呼吸器センター外科 鈴木 聡一郎 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科、血液内科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長

の許可を得た上で、国立感染症研究所真菌部と共同で以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。過去の記録を解析するため

参加する患者さんに金銭的・身体的なリスク及び利益が生じることはありません。また、

本研究に関して利益相反はありません。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくな

い」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2008 年 12 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日までの間に血液疾患に対して臍帯血移植を受け

るために入院した方全ての方が対象となります。 

 

【研究課題名】  

臍帯血移植患者における侵襲性真菌感染症の疫学解析 

 

【研究の目的・背景】  

血液疾患患者に生じる真菌（カビ）による感染症は予後不良であることが知られていま

す。しかし、臍帯血移植患者の真菌感染症がどのような基礎疾患を持つ方に起こりやすい

のか、どのような種類の真菌が問題になりやすいのかといった事については十分にはわか

っていません。そのため、①臍帯血移植を受けた方の中で真菌感染症を起こしたグループ

と起こさなかったグループを比較することで起こしたグループにはどのような特徴があっ

たのかという事と②真菌感染症の原因となった真菌の種類及び特徴を解析することで、臍

帯血移植を受ける方にとって最善の真菌感染症の予防法および治療法を確立することを目

的といたします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 9月 4日 ～ 2021年（平成 33年）12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術



雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

虎の門病院における本研究に関わる記録・試料は個人情報等の管理は主任研究者である

虎の門病院臨床感染症科木村宗芳が担当します。そして、これらの記録・試料は木村宗芳

のもと研究終了後５年間保管されます。本研究に関わる記録・資料は虎の門病院臨床感染

症科の米山彰子のもと、研究終了後 5 年間保存します。そして保管期間終了後、本研究に

関わる記録・試料は個人が特定できない形で破棄します。 

真菌感染症の原因となった菌株は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の番号で管理さ

れ国立感染症研究所真菌部へ送付されます。送付方法は菌株が拡散しないように規定に従

い３重包装を行い主任研究者の木村宗芳が直接、国立感染症研究所に運搬します。菌株の

解析・検査後の取り扱いについては研究責任者の責任の下に、国立感染症研究所真菌部内

で廃棄いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外に提供する場合】 

 本研究では診療情報は国立感染症研究所真菌部には提供されません（真菌の菌株のみ国

立感染症研究所真菌部に提供されます。）。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経

過、血液から検出された真菌に関するデータ（真菌の菌名、薬剤感受性結果など） 

【利用する検体情報】  

血液から検出された真菌（カビ）を専門機関（国立感染症研究所真菌部）において解析（真

菌の菌名、薬剤感受性結果など）します。 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【利用するものの範囲】   

国立感染症研究所真菌部 研究責任者 宮﨑義継 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研



究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、平成 31 年 3 月 1 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

それ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に

学会発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご

了承ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者さまに不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科、泌尿器科、病理診断科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご

自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、または

この研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いにな

りましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１１年１月 ～ 2020 年 6月の間に、泌尿器腫瘍（腎癌、

尿路上皮癌、前立腺癌、胚細胞腫瘍、尿膜管癌、副腎癌、後腹膜肉腫）と診断された方 

 

【研究課題名】  

泌尿器腫瘍における腫瘍関連分子の発現と免疫微小環境に関する後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】   

《 目的 》この研究の目的は、当院で泌尿器腫瘍（腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌、胚

細胞腫瘍、尿膜管癌、副腎癌、後腹膜肉腫）と診断された患者さんの臨床経過を後方視

的に（経過をさかのぼって）解析し、それぞれの患者さんの手術検体や生検検体におけ

る病理学的特徴や化学療法の効果や副作用に関して分析し、考察することを目的として

います。 

《 研究に至る背景 》腎癌、前立腺癌、尿路上皮癌、胚細胞腫瘍、後腹膜肉腫などの泌

尿器腫瘍に対しては、それぞれの病期に応じて、手術、術前術後化学療法、放射線療法、

化学療法などが行われます。近年、様々な研究・薬剤開発が行われており、抗腫瘍免疫の

誘導にブレーキをかけて抑制してしまう制御性 T細胞（Treg）や骨髄由来抑制細胞

（MDSC）などの免疫を抑制する細胞群、ならびに、その免疫抑制を制御する様々な免疫

チェックポイント分子群（PD-1, CTLA-4, PD-L1, TIM-3, LAG-3, VISTAなど）が明

らかにされました。現在、これらの分子を標的とした抗体薬『免疫チェックポイント阻害

薬』が世界中で次々と開発されています。これらの薬剤は、これまでに様々な癌種で優れ

た臨床効果が報告されていますが、有効性が得られる症例は一部であり、かつその効果を

予測できる因子は未だ同定されるに至っていません。現在、免疫チェックポイント阻害剤

の効果予測に関連する因子として様々な腫瘍関連分子やリンパ球やマクロファージなどの

免疫微小環境、それらに発現する抑制系のシグナル分子に関する研究が進められていま

す。これらの因子と免疫チェックポイント阻害剤の効果の関連を明らかにできれば、治療

前に事前に適切な患者を選択して無駄のない治療を行えることが期待されます。 

 



2018.8.21 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018年 9月 13日 ～ 2022年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

 多施設共同研究：本研究は虎の門病院で実施された手術検体もしくは生検検体のパラフ

ィンスライドを、虎の門病院病理部もしくは熊本大学大学院生命科学研究部 細胞病理学

教室に提供して検査を実施します。ただし、虎の門病院で得られた臨床情報は提供されませ

ん  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、情報管理責任者：虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司、

検体保管責任者：虎の門病院 病理診断科 木脇圭一、検体保管責任者：熊本大学大学院生

命科学研究部 細胞病理学教室、菰原義弘のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管

期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等におきかえたうえで、熊本大学大学院生命科学研究部 細胞病理学

教室へ郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報、検査データ、診療記録、MRI画像データ、CT データ、PET-CT データ、尿路内

視鏡画像データ、超音波検査データ、薬歴など 》 

検体（試料）：病理組織 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 臨床腫瘍科 ・ 三浦裕司  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 ・ 三浦裕司 

 

【利用する者の範囲 

熊本大学大学院生命科学研究部 ・ 細胞病理学教室 研究責任者・ 菰原義弘 
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【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、《 2020年 12月 31日 》までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 《 臨床腫瘍科 ・ 三浦裕司 》 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいはご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分もしくは家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１５年４月 1日〜201８年 3月 31日の間に、悪性腫瘍のために虎の門病院 臨床腫

瘍科で治療を受けられた２０歳以上の方 

 

【研究課題名】  

高齢がん患者を取り巻くがん診療・緩和治療の支援に向けた研究 

 

【研究の目的・背景】  

 

1) 高齢がん患者さんの臨床病理学的特徴、治療内容（手術、薬物療法、放射線治療の治

療実態）および予後を調査し、生命予後に対するそれぞれのがん治療の意義について

検討する。 

2) 標準治療中、または、標準治療が終了し緩和ケアを受けている、20歳以上50歳未

満、と、65歳以上の２つの群のがん患者さんのデータを比較することで、患者さんが

置かれている状態や現在の問題点が、病態の違いによるものか、高齢であることで生

じているものなのか、年齢に関係なくがんがん患者さんが抱えている問題なのか、な

ど、探索的な分析を行う。 

3) 高齢がん患者さんの診断と治療に関する社会的・経済的課題を探り、それらに対する

具体的な意思決定支援策を検討する。 

 

以上を目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 8月 28日 ～ 20２１年 12月 31日まで 

 

【単独／共同研究の別】 

本研究は多施設共同研究となります。 

共同研究施設：舞鶴共済病院 内科 

 



 

 

2017.5.31 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院臨床腫瘍科田辺裕子のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、原発部位、薬の使用歴、レントゲン・CT 等の各種画像検査、病理所見、加入

している保険などに関するデータなどの情報を利用します。 

 

【研究代表者】 

臨床腫瘍科 医長 田辺裕子 

  

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 医長 田辺裕子 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 高野利実、田辺裕子、三浦裕司、近藤千紘、尾崎由記範 

舞鶴共済病院 内科 湯地雄一郎 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、201８年 10 月 31 日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療

情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡

ください。 

 

【対象となる方】 

2016年 1月 1日 ～ 2017年 12月 31日の間に、虎の門病院脳神経外科で開頭クリ

ッピング術を受けられた 20歳以上の未破裂中大脳動脈瘤の方 

 

【研究課題名】  

未破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術における３次元再構成画像の有用性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

 脳神経外科手術においては、頭蓋骨といったせまい空間に多数の構造物が存在すること

から、頭蓋内の３次元的解剖の把握が困難なことが少なくありません。近年、術前の MRI

や CT から作成された 3 次元画像が複雑な解剖の把握に有用と報告されております。しか

し従来の 3次元画像では、特に静脈を含めた細い血管を 3次元表示することは困難であり

作成した 3 次元画像が実際の術野と異なるため、脳動脈瘤に対する開頭クリッピングの術

前検討に応用するにはあまり有用ではありませんでした。当科では以前より脳動脈の詳細

な 3 次元表示に積極的に取り組んでおり、通常の方法では表示することが困難な微小な構

造物も表示することが可能であることを明らかにしてきました（Kanayama S, Hara T, et al. 

Neuroradiology. 2015, 57(2):155-62）。当科では、これまでこの微小構造物も詳細に表示

が可能といった手法を応用して、3 次元脳血管撮影のデータから脳の動静脈を 3 次元表示

し術前シミュレーションに応用してきました。本研究では、当院で作成している 3 次元画

像が従来の画像と比較して、術前シミュレーションにおいて有用か否かを検討することを

目的としております。本手法と同程度に詳細な表示が可能な 3 次元画像の報告はこれまで

されておらず、今回の手法は開頭クリッピング術の安全性向上に多いに寄与する可能性が

あるため、意義のある研究だと思われます。 

 

 

 

 

 

 術前３次元画像 



 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2018年 8月 28日 ～ 2021年 12月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 脳神経外科 部長 原貴行のもと、研究

の終了について報告された日から 5 年を経過した日又は研究結果の最終の公表について報

告された日から3年を経過した日のいずれか遅い日まで保管いたします。保管期間終了後、

本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、脳血管撮影画像データ、CTデータなど  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 脳神経外科 部長 原貴行 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 脳神経外科 部長 原貴行 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 



 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 脳神経外科 吉野正紀  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター、虎の門病院集中治療科・循環器センター内科・高齢者

総合診療部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた

記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や家族がこの研究の対象者にあ

たると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2008年 1月 1日 ～ 201８年１２月３１日の間 に、虎の門

病院付属 健康管理センターで健康診断を受けた方 

 

【研究課題名】   

高齢者の健康状態の検討と、心血管疾患リスク因子を明らかにする研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》健常な高齢者の血液検査を含めた評価と、骨折のリスクとされる骨密度低下や、高

血圧、糖尿病、脂質異常症などの心血管リスク因子に何が関係しているかを、尿酸を含めた

検討で明らかにします。 

  

《研究に至る背景》 

  我が国では、年々高齢者の割合が増えています。高齢者の定義についても、日本老年医

学会から、７５歳以上が望ましいとの提言も出されています。しかしながら、健常な高齢者

の評価や、経年的な変化についての検討はまだ不足しています。また、高血圧、糖尿病、脂

質異常症などの心血管リスク因子に何が関係しているかについても、まだ不明な点が多い

のが現状です。本研究は、虎の門病院付属健康管理センターでの１０年間の健康診断データ

を用いることで、経年的な高齢者の栄養状態を含めた正常値の変化について検討を行い、ま

た、骨折のリスクとされる骨密度低下や心血管リスク因子に何が関係しているかを、尿酸を

含めた検討で明らかにします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年２月 18日 ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センターと虎の門病院との共同研究 

 

 

【個人情報の取り扱い】  



 

 

2017.8 

 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院集中治療科・循環器センター内科・高齢者

総合診療部、桑原政成 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研

究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  検査データ、診療記録、心電図、現病歴、既往歴、薬歴、など健康診断で調

査可能な項目  

 

【診療情報を虎の門病院付属健康管理センター外へ提供する場合】 

特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえ

で、虎の門病院に匿名化した情報のみを CDデータとして提供します。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 桑原 政成 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 桑原 政成 

 

【虎の門病院付属健康管理センターにおける研究責任者】 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

 

【利用する者の範囲】 

①国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 医長 桑原 政成 

②虎の門病院付属健康管理センター 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

 

 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 
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本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身や家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身や家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

には研究対象といたしませんので、 ２０１９年４月３０日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 集中治療科・循環器センター内科・高齢者総合診療部 医長 桑原 政成 

虎の門病院付属健康管理センター 統括センター長 荒瀬 康司 

電話 03-3588-1111(代表) 03-3560-7777(健康管理センター) 

 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

1993 年 4 月 1 日～2016 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院血液内科で同種造血幹

細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 同種造血幹細胞移植後の肺炎球菌感染症に関する研究  

 

【研究の目的・背景】   

肺炎球菌は、最も頻度が高い市中肺炎の原因菌で、特に小児や高齢者でリスクが高いこ

とから定期予防接種が行われています。一方、同種移植後の免疫不全状態では、髄膜炎

や敗血症といったより重篤な感染症を発症し、これが急速に進行して致死的状態になる

可能性があります。従って、国内外のガイドラインでは、同種移植を受けられた方に対し

ても予防接種を推奨しています。しかし、国内における同種移植後の肺炎球菌感染症に

関する情報と、予防接種の有効性・安全性に関する報告は、欧米に比較して少な

いのが現状です。また、特に臍帯血移植では、抗原感作を受けていないT細胞が移植さ

れることから、発症リスク、病型、予防接種の有用性などが、成人ドナーからの移植と異な

る可能性が考えられますが、これに関するデータはまだありません。以上より、本研究は、

同種造血幹細胞移植患者における肺炎感染症の頻度、リスク因子及び予後に関して調査す

ると共に、移植患者における肺炎球菌ワクチンの有効性・安全性を後方視的に評価す

ることを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2018年 8月 28日 ～ ２０2２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

本研究に関わる個人情報は、個人情報管理責任者（血液内科：森 有紀）が管理します。
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わる記

録・資料は、研究終了後、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA適合度、移植前処置、転帰

など）、免疫回復（白血球数、リンパ球数、CD4陽性リンパ球数、CD8陽性リンパ球数、

CD19陽性リンパ球数, CD4/CD8比、IgG、IgA、IgM）、急性及び慢性 GVHD、免疫抑

制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及び投与期間）、肺炎球菌感染症の発症（発

症日、部位、治療、予後）、肺炎球菌ワクチンの接種状況（接種の有無、接種日、

副作用の有無）  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 平成 30 年１２月３１日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 森 有紀 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科及び虎の門病院分院血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2009 年 1 月 1 日 ～ 2019 年 9 月 30 日の間 に、 “そ

の他の医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患”のために虎の門病院血液内科、虎の門病院

分院血液内科に入院・通院した方 

 

【研究課題名】  

 “その他の医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患”の臨床病理像についての研究 

 

【研究の目的・背景】   

“ そ の 他 の 医 原 性 免 疫 不 全 関 連 リ ン パ 増 殖 性 疾 患 (Other iatrogenic 

immunodeficiency-associated lymphoproliferative disorders : OIIA-LPD)”とは、原発

性免疫不全、HIVウイルス感染症、臓器移植後の 3者を除く免疫不全状態を背景として発症

するリンパ増殖性疾患です。主に、関節リウマチなどの自己免疫疾患に対してメソトレキ

セート（MTX）などの免疫抑制剤治療中の患者に生じます。病理組織型としては、B 細胞性

の悪性リンパ腫であるびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫(Diffuse large B-cell 

lymphoma: DLBCL)やホジキンリンパ腫(Hodgkin lymphoma: HL)などが多いとされています。

OIIA-LPDに関係しない DLBCLや HLなどは、化学療法による治療を必要とします。その反面、

OIIA-LPDに属する DLBCLや HLでは、免疫抑制剤の投与中止のみにより病変に自然退縮が見

られる場合と、化学療法による治療を要する場合があり、臨床的判断が難しいです。そこ

で、虎の門病院、虎の門病院分院、筑波大学血液内科における OIIA-LPD症例を集積し、全

生存期間や無増悪生存期間及び臨床的特徴を明らかにします。また、病理組織を用いて次

世代シークエンサーによる遺伝子変異解析を行うことで、どのような場合に化学療法を必

要とするか、そのリスク因子を同定することを本研究の目的とします。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018年 9月 10日 ～  202２年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 （虎の門病院、虎の門病院分院、筑波大学血液内科） 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究責任者 虎の門病院血液内科 谷口修一のもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

検体（試料）は、虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を識別することができな

いように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、筑波大学血液内科（責任者：血

液内科 千葉滋）に郵送で提供いたします。 

診療情報は虎の門病院分院および筑波大学で特定の個人を識別することができないように

個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、虎の門病院に紙媒体を手渡しにて提供し

ます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：全生存期間、無増悪生存期間、年齢、性別、関節リウマチなどの自己免疫疾患

の既往、メトトレキサートなどの免疫抑制剤の使用歴・使用期間、病理診

断、病理組織解析データ 

検体（試料）：既存の手術検体の凍結保存検体およびホルマリン固定パラフィン包理標本

（FFPE）、日常診療の余剰血液の保存検体 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 血液内科 ・ 谷口修一  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 ・ 血液内科 ・ 谷口修一 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 ・ 血液内科 ・ 和氣敦 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関名：筑波大学 ・ 診療科名：血液内科 ・ 責任者名：千葉滋 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 
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【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、２０２０年１２月３１日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    血液内科 ・ 氏名 梶 大介 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  血液内科 ・ 氏名 和氣 敦 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２０１2 年１月１日 ～ ２０１8 年 6 月３0 日の間に、コリネバ

クテリウム属菌血症 (細菌であるコリネバクテリウム属の血流感染症) のために虎の門病

院本院に入院・通院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 コリネバクテリウム属菌血症の臨床的・微生物学的特徴の後方視的解析 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

コリネバクテリウム属菌血症の臨床的な特徴 (どのような患者さんで発症しやすいか、どの

ような症状を呈するのか、どのような治療がなされることが多いのか、など) や微生物学的

特徴 (どのような菌種なのか、抗生物質はどのくらい効果があるのか) について研究するこ

とを目的としています。 

 

《研究に至る背景》 

コリネバクテリウム属菌血症は、点滴などのカテーテルを進入門戸 (血液中に入る原因) と

して発症することが多いとされておりますが、重度の口内炎や下痢などの粘膜障害がある

時にも、これらを進入門戸として発症することもあると報告されており、進入門戸に関す

る解析は十分ではないのが現状です。また、正確な菌種同定を含めた、コリネバクテリウ

ム属菌血症の臨床的特徴・微生物学的特徴に関する報告はこれまでのところ非常に少ない

です。本研究では、コリネバクテリウム属菌血症を発症した患者さんの臨床像・菌種など

を解析することで、合併症発症の危険因子や菌血症の最適な治療法・予防法を確立するこ

とを考え、研究開始に至りました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018 年 11月 28日 ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院と亀田総合病院の共同研究 



 

 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

検体 (試料) は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえたうえで、亀田総合病院へ菌株の郵送で提供いたします (亀田総合

病院には虎の門病院において匿名化された菌株のみが送付されるため、診療情報は一切亀

田総合病院には送付されません)。菌株の解析・検査後の取り扱いについては、研究責任者

の責任下に、亀田総合病院内で廃棄致します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】 

検体（試料）：血液培養から分離されたコリネバクテリウム属（菌株） 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 臨床感染症科 部長 米山 彰子  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 臨床感染症科 部長 米山 彰子 

 

【利用する者の範囲】 

亀田総合病院 臨床検体管理部 大塚 喜人 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、２０１８年 12月 31日までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 



 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床感染症科 医長 荒岡 秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２０１2 年１月１日 ～ ２０１8 年 7 月３1 日の間に、バチルス

属菌血症 (細菌であるバチルス属の血流感染症) のために虎の門病院本院に入院・通院し、

治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 バチルス属菌血症の臨床的・微生物学的特徴に関する後方視的検討 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

バチルス属菌血症の臨床的な特徴 (どのような患者さんで発症しやすいか、どのような症状

を呈するのか、どのような治療がなされることが多いのか、など) や微生物学的特徴 (どの

ような菌種なのか、抗生物質はどのくらい効果があるのか) について研究することを目的と

しています。 

 

《研究に至る背景》 

バチルス属菌血症は、点滴などのカテーテルを進入門戸 (血液中に入る原因) として発症す

ることが多く、時に脳膿瘍 (脳の中に膿が溜まってしまう病態) を合併することもある重篤

な病態です。しかし、バチルス属菌血症の臨床的特徴・微生物学的特徴に関する報告はこ

れまでのところ非常に少ないのが現状です。本研究では、バチルス属菌血症を発症した患

者さんの臨床像・菌種などを解析することで、合併症発症の危険因子や菌血症の最適な治

療法・予防法を確立することを考え、研究開始に至りました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018 年 11月 28日 ～  ２０２2年０３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は虎の門病院臨床感染症科 荒岡 秀樹のもと、研究終了後 5 年間保管いたし

ます。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院外へは提供されません。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】 

検体（試料）：血液培養から分離されたバチルス属（菌株） 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 臨床感染症科 部長 米山 彰子 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 臨床感染症科 部長 米山 彰子 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、２０１８年 12月 31日までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床感染症科 医長 荒岡 秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院病理部・病理診断科・産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「自分や家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いに

なりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 4 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日の間に、子宮体癌の

ために虎の門病院産婦人科に入院・通院し、子宮全摘出術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 子宮体癌における腹腔細胞診の細胞学的特徴と臨床的意義 

 

【研究の目的・背景】   

 子宮体癌の代表的組織型である低異型度類内膜癌は比較的予後良好であり、術後再発が

低いことが知られています。しかし、頻度は低いもののリンパ節転移などを伴い、予後不

良となるものがあります。予後の予測因子として組織型、脈管侵襲などが知られています

が、腹腔細胞診の予後因子としての有用性については現在も議論がされています。また、

腹腔内への進展が少ないため、腹腔内での子宮体癌の細胞形態に関する知見が乏しく、診

断に苦慮する機会が少なくありません。そこで、腹腔細胞診に出現する子宮体癌の細胞学

的特徴を明らかにし、診断精度の向上を目指します。また、この細胞学的特徴の臨床的意

義を解明することで、今後の医学・医療の発展に貢献します。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年 2月 7日 ～ 2022年 5月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は国家公務員共済組合連合会虎の門病院・病理部・横田

章のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。 



 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

院外施設への検体の持ち出しは行ないません 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、MRI 画像データ、CTデータ 

検体：病理組織、胸水・腹水などの体腔液  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

病理部・藤井丈士 

 

【利用する者の範囲】 

本研究は虎の門病院単独研究です        

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、2019 年９月３０日までに下記の相

談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不

利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  病理部 ・ 藤井丈士  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

改訂年月日 2019年 10月 30日 第 2版 

 

虎の門病院内分泌代謝科と間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、手術で得られた検体を解析し、診療で得られた検査結果と照らし合わせ、ま

とめるものです。本研究は虎の門病院の研究倫理審査委員会の審査・承認と病院長の許可

を得ておこなわれます。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者に

あたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診

療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2004年 3月 1日 ～ 2020年 12月 31日の間 に、 クッ

シング病 のために虎の門病院 間脳下垂体外科に入院し、下垂体腫瘍手術を受けられた方。 

なお、手術の際に得られた検体と、当時の診療で得られた検査結果を利用した研究である

ため、対象となられた患者さんに、あらたなご負担が生じることはございません。 

 

【研究課題名】  

 クッシング病下垂体腫瘍における USP8変異と臨床病理学的特徴との関連性の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生下垂体腫瘍が原因のクッシング病は副腎皮質ホル

モンの過剰分泌により中心性肥満・糖尿病・骨粗鬆症・筋萎縮などの様々な代謝障害や高

血圧・心血管障害等を合併する重篤な疾患で、厚生労働省の難病に指定されています。腫

瘍ができる原因は最近まで不明でしたが 2015 年にクッシング病の約半数の腫瘍で脱ユビ

キチン化酵素のひとつである USP8の遺伝子変異があることが報告されました。しかしな

がら、なぜ USP8 変異が生じると下垂体にクッシング病の腫瘍ができるのか？ 詳しくい

うと、USP8 は細胞内で特定の蛋白質に働く酵素のひとつと考えられますが、実際に細胞

内で、どのような蛋白質に酵素として働いて腫瘍が発生するのか不明です。従って本研究

の目的はUSP8変異酵素が作用する蛋白質を明らかにすることです。 

 

《研究に至る背景》 

USP8 変異はクッシング病の約半数で認められます。私たちは、変異のある腫瘍と変異

のない腫瘍の特徴を比較したところ、変異のある腫瘍は女性に多く、腫瘍の大きさが 1cm

以下の比較的小さな腫瘍に多いこと、また特定の遺伝子や蛋白の発現量が多いことを見つ

け、研究成果を学会や医学雑誌で報告しました．今後、USP8 遺伝子の変異によって発現
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量が変化する遺伝子や蛋白を数多く調べていくことで、USP8 変異酵素が作用する経路が

判明し、目的の蛋白質を発見できるのではないかと考えています。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019年１月２５日 ～ 2022年 3月 30日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院を中心とした多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 内分泌代謝科 竹下章 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【この研究の資金源について】 

本研究は文部科学省の科学研究費と冲中記念成人病研究所からの研究費を用いて実施され

ます。また本研究や研究者個人に対して製薬会社など営利団体からの資金供給等はござい

ません。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

手術で切除した検体（病理組織）の一部は、すでに承認されている研究

「病理学・生化学・生理学的手法を用いた下垂体腫瘍の病態生理の解析」

に基づき、インフォームド・コンセントが得られた後、虎の門病院で特

定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等に

おきかえたうえで、聖マリアンナ医科大学の解剖学講座機能組織学へ、

送付済み、あるいは徳島大学の先端酵素学研究所、藤井節郎記念医科学

センター 細胞情報学に送付予定です。 

また診療情報については、USP8 変異の有無についての情報のみを、虎の門病院で特定の

個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、聖

マリアンナ医科大学の解剖学講座機能組織学あるいは徳島大学の先端酵素学研究所、藤井

節郎記念医科学センター 細胞情報学へ、送付いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、MRI画像データ 

検体： 病理組織  
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【研究代表者】  

虎の門病院 内分泌代謝科 竹下章  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

内分泌代謝科 竹下章  

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関名 聖マリアンナ医科大学 解剖学講座機能組織学 助教 右高潤子  

共同研究機関名 徳島大学 先端酵素学研究所 藤井節郎記念医科学センター 細胞情報

学教授 小迫英尊 

共同研究機関名 東京工業大学大学院 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター 

助教 福嶋俊明 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、2021年 3月 31 日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  内分泌代謝科 竹下章 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長の許可を得

た上で、国立感染症研究所真菌部と共同で以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。過去の記録を解析するため参加する

患者さんに金銭的・身体的なリスク及び利益が生じることはありません。また、本研究に

関して利益相反はありません。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくな

い」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 8 月 1 日から 2018 年 7 月 31 日までの間に当院で侵襲性副鼻腔真菌症の加療を受

けた全ての方が対象となります。 

 

【研究課題名】  

侵襲性副鼻腔真菌症の疫学解析 

 

【研究の目的・背景】  

副鼻腔にはしばしば真菌（カビ）による感染症が起こることが知られています。中でも

副鼻腔を超えて周囲の視神経や骨組織に至る侵襲性副鼻腔真菌症は、予後不良であること

が知られています。しかし、侵襲性副鼻腔真菌症がどのような基礎疾患を持つ方に起こり

やすいのか、どのような種類の真菌が問題になりやすいのか、手術や抗真菌薬使用といっ

た治療はどのタイミングでどのくらいの期間行われているかについては十分にはわかって

いません。そのため、①侵襲性副鼻腔真菌症の原因となった真菌の種類及び特徴を解析す

ることと、②侵襲性副鼻腔真菌症を発症した方にとって最善の治療法を確立することを目

的といたします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 2月 5日 ～ 2021年（平成 33年）12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術



雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

虎の門病院における本研究に関わる記録・試料は個人情報等の管理は虎の門病院医学教

育部酒匂崇史と臨床感染症科木村宗芳が担当します。本研究に関わる記録・資料は虎の門

病院臨床感染症科の米山彰子のもと、研究終了後 5 年間保存します。そして保管期間終了

後、本研究に関わる記録・試料は個人が特定できない形で破棄します。 

真菌感染症の原因となった菌株は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の番号で管理さ

れ国立感染症研究所真菌部へ送付されます。送付方法は菌株が拡散しないように規定に従

い３重包装を行い酒匂崇史が国立感染症研究所に郵送します。菌株の解析・検査後の取り

扱いについては研究責任者の責任の下に、国立感染症研究所真菌部内で廃棄いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外に提供する場合】 

 本研究では診療情報は国立感染症研究所真菌部には提供されません（真菌の菌株のみ国

立感染症研究所真菌部に提供されます。）。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経

過、副鼻腔から採取した組織から検出された真菌に関するデータ（真菌の菌名、薬剤感受

性結果など） 

【利用する検体情報】  

血液から検出された真菌（カビ）を専門機関（国立感染症研究所真菌部）において解析（真

菌の菌名、薬剤感受性結果など）します。 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【利用するものの範囲】   

国立感染症研究所真菌部 研究責任者 宮﨑義継 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医学教育部 酒匂崇史 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研



究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、平成 31 年 3 月 1 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

それ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に

学会発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご

了承ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者さまに不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 医学教育部 酒匂崇史  

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床生理検査部および呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身やご家族が研究対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2013 年 4 月 1 日 ～ 2017 年 3 月 31 日の間 に、術前呼

吸機能検査を受けられた方のうち低肺機能であった方。 

 

【研究課題名】  

当院における低肺機能患者の手術症例の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 低肺機能の方が手術後に術後呼吸器合併症を発症したかどうかを調査します。 

《研究に至る背景》 

① 近年高齢化や麻酔技術の向上により低肺機能の方の手術症例が増加しています。 

② 周術期には呼吸器合併症の発生につながる要因が数多く存在しており、低肺機能も

その 1つといわれています。 

③ 術後呼吸器合併症を引き起こす因子を検討することで、低肺機能の方の術後呼吸器

合併症を回避するための足掛かりが得られると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 11日 ～  2021年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院臨床生理検査部部長、小池由佳子のもと

研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究で用いられる診療情報を虎の門病院外へ提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、呼吸機能検査結果など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床生理検査部 ・ 小池由佳子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関するご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合には、下記相談窓

口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 6月 30日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床生理検査部 ・ 河連七海 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2009年 4月～2014年 3月に診断された慢性型間質性肺炎のうち外

科的肺生検または肺癌切除を目的に虎の門病院呼吸器センター内科に入院・通院された方 

 

【研究課題名】  

多職種合議(MDD)により診断された特発性肺線維症症例における気管支肺胞洗浄液所見

の意義に関する研究 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

特発性間質性肺炎 (IIPs) とは, 原因を特定しえない間質性肺疾患 (ILD) の総称で、当院では

2015 年に上記の期間に当科を受診された患者さんを対象として、多施設研究を実施しました。

先の研究では、全国の協力施設から浜松医科大学第２内科に情報が集約され、データベース化さ

れました。 

 今回はそのデータベースを用い、診断が特発性間質性肺炎のうちの一病型である特発性肺線維

症であった患者さんの情報を用いて、特発性肺線維症の診断時に気管支肺胞洗浄(BAL)検査を受

けた方と受けなかった方のその後の治療内容や臨床経過、予後などの違いを検討する目的で研究

を行います。 

《研究に至る背景》 

気管支肺胞洗浄(BAL)は特発性間質性肺炎の診断において必要な検査手技です。特発性

肺線維症の患者さんに BALを実施することにより、BALを実施しない場合と比較して予

後に関連するかどうか十分な検討が行われていません。2018 年 9 月に発表された

ATS/ERS/JRS/ALATの特発性肺線維症診断ガイドラインでは、BALの実施が予後と関係す

るかを検討した論文は見出せないと記載されました。本研究は多数例を後ろ向きに検討

することによりガイドラインの記載を検証し、BALの有用性を実証できる可能性があり

ます。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 1月 16日 ～  2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院を含む多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

情報は 2015 年 7月に集積/解析が開始された先行研究、「特発性間質性肺炎における臨床・画像・

病理を含むデータベースの構築と臨床疫学的検討」において個々人の情報が他に知り得ない状態

に処理し、研究主幹施設の浜松医科大学第２内科に集積され、他の共同研究施設の情報とともに

集約化され、どの施設から提供された情報なのか誰も分からない状態で保存され、データベース

化されました。今回の研究は構築されたデータベースを利用した研究です。今回は当院に提供さ

れる上記条件を満たした情報は、どの施設のどの方のものかは誰も知り得ない状態になっていま

す。全国から集まった 212人の患者さんのデータを対象としますが、個人の特定ができませんの

で、今回「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」旨、ご連絡を頂いた場合、その

事情の詳細などをご説明させていただきますが、そのご希望には対応できませんのでご了

承ください。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院呼吸器センター内科医長宮本篤のもと研

究終了後 10年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 中山建夫教授

のもとへＣＤなど記録媒体にして郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、CTデータ、薬歴など  

 

【研究代表者】  

虎の門病院呼吸器センター内科 医長 宮本篤 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院呼吸器センター内科 医長 宮本篤 

 

【利用する者の範囲】 

研究事務局: 虎の門病院 呼吸器センター内科  宮本篤# 

共同研究機関名 

研究分担者： 公立陶生病院 呼吸器アレルギー内科 部長 近藤康博 

  公立陶生病院 呼吸器アレルギー内科 部長 片岡健介# 

浜松医科大学内科学第二内科 教授  須田隆文 

浜松医科大学内科学第二内科 助教  藤澤朋幸# 
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浜松医科大学救急部 助教   安井秀樹 

  京都大学大学院 医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野  

教授  中山健夫 

     准教授  高橋由光 

     特定研究員 後藤 禎人# 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、上記の理由からご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合でも研究対象から外すことはできませんが、十分にご説明させていただ

きますので 2019年 4月 30日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合

も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 事務局 宮本篤 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科及び虎の門病院分院血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1999 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 7 月 31 日の間に、造血器疾患のために虎の門病院血

液内科及び虎の門病院分院血液内科に入院・通院し、骨髄増殖性腫瘍に対して同種造血細

胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

骨髄増殖性腫瘍に対する同種造血細胞移植の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

骨髄増殖性腫瘍に対する同種造血細胞移植の至適な幹細胞源、移植前処置、GVHD予防に

ついて検討することを目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

骨髄増殖性腫瘍に対する同種造血細胞移植は根治的治療として認知されていますが、移植

対象となる患者さんが少ないため国内における経験症例数はまだまだ少ないのが現状です。

骨髄増殖性腫瘍による骨髄線維症や脾腫の影響によって比較的高頻度で生着不全が起こり、

また、比較的高頻度に様々な臓器障害を発現するため、移植治療の難易度が高い疾患です。

そのため、至適な幹細胞源、移植前処置、GVHD（移植片対宿主病）予防は確立されてい

ません。このことから、本研究ではこの点に着目して当院における移植症例の解析を行い

ます。これらの情報は今後の移植医療の発展のためにも意義深いと考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 5月 15日 ～ 2022年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院・血液内科・谷口 修一のもと研究成果発

表後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

 

【研究代表者】  

虎の門病院・血液内科・谷口 修一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・髙木 伸介  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  血液内科・和気 敦 

電話 044-877-5111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経外科，脳神経血管内治療科，間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施し

ております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2018年1月1日から2023年9月３０日までに虎の門病院脳神経外科，

脳神経血管内治療科，間脳下垂体外科に入院・通院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

一般社団法人日本脳神経外科データベース研究事業（Japan Neurosurgical Database:JND）  

 

【研究の目的・背景】   

近年、高齢化の進展と医療費の増加に伴い、世界的に医療の質や適切な医療を受けることに対

する関心は高まりつつあります。本研究の目的は、一般社団法人日本脳神経外科学会（以下、本

学会）会員が所属する、日本全国の脳神経外科施設における手術を含む医療情報を登録し、集計・

分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すことで

す。データベースは複数の階層からなります。最も基本的なデータベースでは、できるだけ多く

の患者さんの簡素な医療情報を収集し、より高層階のデータベースでは、臨床研究、医療機器開

発、治験、お薬や医療機器の市販後調査などの個別の目的に応じたデータベースを構築する予定

です。 

収集したデータを分析することで、日本の脳神経外科領域における以下の課題について明らか

にすることができます。 

 

● 手術を含む脳神経外科医療を行っている施設の特徴 

● 医療水準の評価 

● 手術・治療を受けた方の予後 

● これから手術を受ける方の死亡・合併症の危険性の予測など 

● 専門医の更新要件到達度 

● 専攻医の研修目標到達度 

● 脳神経外科専門医制度のあり方に関する基礎資料 

● 医療機器や薬剤などの市場調査 

● 臨床研究，治験などを計画する際の基礎資料 

 

これにより、日本の脳神経外科医療の実態を「見える化」し、明らかとなった課題に対して実



 

 

際のデータに基づく改善策の検討や、施設、地域や全国単位での医療の水準を明らかにし、比較

することなどが可能となります。 

また、分析結果から、より正確に手術や治療にともなう危険が明らかとなり、担当医は患者さ

んやご家族とともに、治療に伴う危険と利益を共有した上で、治療方針を決定することができま

す。全国の脳神経外科医療の実態を俯瞰した視点で検証することで、全国の患者さんが安心して

手術・治療を受けられるようにするため、より良い脳神経外科専門医制度のあり方を検証するた

めの基礎資料ともなります。 

今後、基盤データベースを発展させ、さまざまな研究と連携して運営することで、臨床現場がさ

らに充実した脳神経外科医療を提供していくために役立つものとなります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 2 月 27 日 ～  2023 年 9 月３０日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することがで

きないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表する

際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

本研究に関わる記録・資料は山形大学先進がん医学講座 教授 嘉山 孝正のもと 2028 年 12

月まで保管いたします。またデータベースへの登録はインターネットを介して行われますが、情

報登録業務の一部は、日本脳神経外科学会から業務委託をうけたデータベースサーバーの管理会

社である株式会社ケーアイエスが行います。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

また入力データの正確性を確認するため、日本脳神経外科学会が任命した施設訪問を担当する者

が虎の門病院へ来院し、診療記録と照らし合わせて入力データの検証を行うことがあります。そ

の際には、個人情報が流出することがないよう、担当者の身分を明らかにし、施設の責任者であ

る脳神経外科 部長 原貴行から必ず許可を得ることとします。データの検証に関する情報以外

については守秘義務を負い、虎の門病院から氏名などの個人情報を持ち出すことは行いません。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等

におきかえたうえで、日本脳神経外科学会事務局に提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、画像データ（MRI、CT など）、薬歴、手術情報など  

 



 

 

【研究代表者】  

山形大学先進がん医学講座  教授 嘉山 孝正  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経外科  部長  原 貴行 

 

【利用する者の範囲】 

日本脳神経外科学会 JND 事務局 

http://jns.umin.ac.jp/public/pdf/studyinfo-3.pdf 

        

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に

限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には

研究対象といたしませんので、 2023 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し出く

ださい。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありませ

ん。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経外科   原 貴行  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院臨床感染症科及び虎の門病院分院臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施

しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内を

お読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問

がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の療情報・検体（試料）を使ってほしく

ない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2009 年 3 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までの間に虎の門病

院または虎の門病院分院に入院または通院した方の中でHelicobacter cinaedi （ヘリコバ

クター・シネディ）菌の感染症にかかり治療を受けた方。 

 

【研究課題名】  

Helicobacter cinaedi 感染症に関する疫学研究 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院、虎の門病院分院、愛知学院大学薬学部微生物学講座との共同研究 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【利用する者の範囲】 

愛知学院大学薬学部微生物学講座教授 河村好章 

愛知学院大学薬学部微生物学講座講師 富田純子 

 

【研究の目的】  

Helicobacter cinaedi と呼ばれる細菌の感染経路や治療方法について明らかにすることで

す。 
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【研究に至る背景】 

近年、血液培養から Helicobacter cinaedi と呼ばれる細菌がしばしば検出されることが認

知されてきました。しかしながら、現在のところ感染経路や治療方法など依然として明ら

かになっていないことが多い状態です。本研究により、今後同様の疾患に罹患された患者

さんの治療に役立つ可能性があります。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、治療経過、検

出された菌に関するデータ 

 

【利用する検体情報】  

患者さんから採取された検体より分離・検出された菌（Helicobacter cinaedi）について

愛知学院大学薬学部微生物学講座と共同研究を行います。具体的には、分子疫学的解析（遺

伝子の検査など）です。菌の詳細な解析など基礎的な検討は、愛知学院大学薬学部微生物

学講座において行われます。 

 

【研究実施期間】  

2019 年 12月 6 日 ～ 2026 年 12 月 31 日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に

関わる記録・資料は虎の門病院臨床感染症科、米山彰子のもと研究終了後 5 年間保存いた

します。 

虎の門病院・虎の門病院分院の患者さんの菌株は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の

番号で管理され愛知学院大学薬学部微生物学講座へ提供されます。菌株の解析・検査後の

取り扱いについては研究責任者の責任の下に、愛知学院大学薬学部微生物学講座内で廃棄

いたします。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外および虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないよ

うに個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、虎の門病院および虎の門病院分院内

に保管いたします。虎の門病院分院から虎の門病院へ診療情報を提供する場合は、パスワ

ードを設定した USB 等で主任研究者自らが移動させます。 

虎の門病院・虎の門病院分院の患者さんの菌株は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の

番号で管理され愛知学院大学薬学部微生物学講座へ規定に従い 3 重包装を行い、ゆうパッ

クや宅急便を利用して提供いたします。 

 



2017.8 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2020 年 6 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 044-877-5111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

2003 年 1 月 1 日～2017 年 9 月 30 日の間に、虎の門病院血液内科で急性リンパ性

白血病に対する同種造血幹細胞移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 急性リンパ性白血病に対する同種造血幹細胞移植 

 

【研究の目的・背景】   

 再発を繰り返す、または寛解に一度も至らない急性リンパ性白血病（ALL）や、フィラ

デルフィア染色体陽性に代表される難治性の ALLは治すことが難しく、同種移植がなされ

てきました。しかしながら、未だ ALLに対する同種移植の成績は満足のいく数字が得られ

ず、特に非寛解例では 20%程度の長期生存率にとどまる領域です。今回、当院での過去の

ALL に対する同種移植の全生存率、移植後再発率、移植関連死亡率を病期、前処置、移植

する細胞の種類といった様々な切り口から解析し、将来の治療成績向上の足掛かりとなる

知見を見出すことが目的です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 5月 8日 ～ ２０2２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 血液内科 景山康生のもと研究終了後、

学会・学術論文等で研究結果を開示したのち 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA 適合度、移植前処置、転

帰など）、ALL特異的な情報（細胞形質、予後不良因子の有無など）、急性及び慢性GVHD、

免疫抑制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及び投与期間）。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０１９年７月３０日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 景山康生 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科・神経内科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりました

ら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

 多摩地区および東京 23 区の施設で、発症急性期に脳血管内治療による再開通治療・ある

いは内科治療を受けた急性脳主幹動脈閉塞症（内頚動脈[頭蓋外、頭蓋内]、前大脳動脈、中

大脳動脈、椎骨動脈、脳底動脈、後大脳動脈）による脳梗塞の患者さんが対象となります。

期間は 2015年 1 月 1日〜2021年 11月 30日に入院された患者さんとなります。再

開通治療は、研究参加施設常勤の脳血管内治療専門医（指導医を含む）、またはそれに準じ

る経験を有する医師が施行した急性主幹動脈閉塞症に対する血管内治療（自施設治療例、

転送例、出張治療例を含む）が対象です。 

 

【研究課題名】  

 東京・多摩地区における急性脳主幹動脈閉塞症に対する血管内治療の実態調査 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 本研究の目的は、東京多摩地区および 23 区内で血管内治療の適応が検討された受けら

れた患者さんを調査することで、患者さんの診療動態や血管内治療の実態を把握し、現在の

問題点を明らかにすることです。 

《研究に至る背景》 

 近年、超急性期脳梗塞に対する血管内治療（カテーテル治療）は、その有効性が証明され

脳梗塞の治療法として欠くことのできない標準的な治療方法となりました。ただし患者さん

の状態、発症からの時間経過などから血管内治療が行えない場合もあります。一方、血管内

治療医数や治療医の偏在、施設設備などの問題で、血管内治療を受けられない患者さんが多

く存在します。 

 東京都の血管内治療医は 23 区内に集中しており、多摩地区にはまばらに存在、特に多摩

西部には不在の市町村が多くあることがわかっています。東京都脳卒中急性期医療機関に指

定されている病院においても、血管内治療医が在籍する医療機関は限られています。血管内

治療を多摩地区全域の患者さんに実施するために、血管内治療医不在の地域や医療機関との

緊密な連携体制構築が急務となっています。一方 23 区内では血管内治療医が在籍する医療

機関は多摩地区より多いのが現状です。この研究の結果によって、より多くの患者さんが血

管内治療を受けられる基盤構築に貢献することが期待されます。 
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 なお、本研究は杏林大学医学部（本研究の主施設）および当院に於ける研究倫理審査委

員会の承認を得ております。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 10月 8 日 ～  202１年１２月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。診療情報は個人情報

の匿名化という方法で機密性を高めた Webデータシステムを利用して登録します。登録デ

ータはアクセス制限によりシステム管理し、システム管理者のみがアクセス可能なセキュ

リティ措置を講じたサーバ内で管理いたします。また、サーバへのアクセスはユーザ ID お

よびパスワードで制限されております。データ登録の際、パソコンからサーバ間の通信は、

SSL を利用し通信データを暗号化することで、第 3 者によるデータの盗聴や改ざんなどを

防ぐよう努めます。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で

発表します。 

 また、本研究に関わる記録・資料は杏林大学脳卒中医学教室 平野照之のもと報告日か

ら5年、もしくは当該研究の血管の最終の公表について報告された日から3年まで保管いた

します。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄しま

す。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

 診療情報は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえたうえで、研究事務局が管理する Web データシステムを利用して登録

します。 

データセンター：東京都立多摩総合医療センター 臨床研究部 

 〒183-8524 東京都府中市武蔵台 2-8-29 電話:042-323-5111 

 

 

【利用する診療情報】  

基本調査項目： 

研究対象者識別コード(注:特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたものです)、施設の名称、年齢、性別、自宅あるいは患者収容場所の郵

便番号（収集は市区町村までとします）、研究参加施設で治療を行ったか・他院からの転送
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治療か、出張治療かのいずれか、発症日と発症時間、発症前の modified Rankin Scale(mRS。

注：患者さんの生活自立状態を表すスケールです)、入院時の NIHSS（NIH stroke scale。

注：患者さんの脳卒中に伴う症状の重症度を点数化したものです）、脳主幹動脈閉塞・狭窄

部位、CT-ASPECTS/DWI-ASPECTS（注：CT や MRI で脳梗塞の範囲を点数化したも

のの一種です）、Pc-ASPECTS/Brain stem score（注：CT や MRI で脳梗塞の範囲を点

数化したものの一種です）、脳梗塞の種類、既往歴、発症前内服薬の種類とその内服量 

治療内容調査項目： 

研究参加施設に直接来院あるいは救急搬送されて治療を行った、あるいは出張治療の場合 

救急隊による覚知・現地着・現地発時刻、来院時刻、画像撮影（CT, MRI）の時刻、tPA

静注療法（注：血栓溶解療法という点滴の治療です）を行っていればその開始時刻、治療

開始（動脈穿刺）時刻、有効再開通時刻、最終造影時刻、出張治療の場合には、出張要請

のあった時刻・治療施設への到着時刻、治療方法、有効再開通までの pass 回数、使用した

機器、動注した薬剤、閉塞した血管の再開通（mTICI グレード）：治療直後 mTICI グレード、

治療合併症の有無とその内容、治療直後の頭蓋内出血の有無 

他施設での初療を経て研究参加施設へ転院搬送され治療を行った場合 

初療を行った施設への到着時刻、初療を行った施設での画像撮影の時刻、初療を行った施

設での tPA 静注療法開始時刻、初療を行った施設から転院のため出発した時刻、研究参加

施設への到着時刻、研究参加施設での画像撮影(CT or MRI)時刻、tPA 静注療法実施の有無、

実施開始の場所、転送時の付添の有無、初療を行った施設から研究参加施設への情報伝達

方法（採血データ、画像）、初療を行った施設から研究参加施設へ転院搬送中の有害事象の

有無 

追跡項目： 

退院時 mRSおよび 90日経過後の mRS、365日経過後の mRS 

 

【研究代表者】  

杏林大学医学部 脳卒中医学教室 平野照之 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経血管内治療科・鶴田和太郎  

 

【利用する者の範囲】 

 研究協力施設（五十音順）：多摩地区 

  北原国際病院 脳神経外科 吉田浩貴 

  杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター 天野達雄、平野照之、塩川芳昭 

  公立阿伎留医療センター 脳神経外科 島田篤 

  公立昭和病院 脳神経外科 佐藤克哉 

  公立福生病院 脳神経外科 布施孝久 

  災害医療センター 脳神経外科 重田恵吾 
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  佐々総合病院 脳神経外科 （2018 年 3 月まで） 

  多摩総合医療センター 脳神経外科 太田貴裕、神経・脳血管内科 上田雅之 

  東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター・脳神経外科 神保洋之 

  東海大学医学部附属八王子病院 脳卒中センター 野川茂 

  日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター 金子純也 

  日野市立病院 脳神経外科 黒島義明 

  武蔵野赤十字病院 脳神経外科 鎌田智幸 

  町田市民病院 脳神経内科 大塚快信 

 

 研究協力施設（五十音順）：23区 

イムス東京葛飾総合病院 脳血管内治療科 渡辺大介 

大森赤十字病院 脳神経外科 荒川秀樹 

慶應義塾大学病院 脳神経外科 秋山武紀 

昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科 神谷雄己 

聖路加国際病院 脳神経外科 佐藤慎祐 

東京医科歯科大学 医学部附属病院 壽美田一貴 

東京警察病院 脳血管内治療科 佐藤博明 

東京曳舟病院 脳神経外科 渋谷肇 

東京労災病院 脳神経外科 比嘉隆 

帝京大学医学部附属病院 脳神経外科 伊藤明博 

森山記念病院 脳神経外科 朝来野佳三  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が、診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない

場合には研究対象といたしませんので、2021 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経血管内治療科 ・ 鶴田和太郎  

電話 03-3588-1111(代表) 

（掲示期間 当院倫理審査承認日〜2021 年 12月 31 日） 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０１９年２月１日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０１８年１２月３１日の間に、虎の門

病院血液内科に入院・通院し、造血幹細胞移植術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

臍帯血移植後の免疫再構築が持つ抗腫瘍効果および非再発死亡に与える影響の検討 

 

【研究の目的・背景】   

臍帯血移植は化学療法で治らなかった白血病等に対しても適切な時期に移植医療を提供で

き根治が見込める治療である一方で、生着不全が多く、血球増加や免疫能の回復が遅延し、

合併症が多いとされていました。しかしながら近年、臍帯血移植は移植に用いる抗がん剤の

投与法、臍帯血採取の仕方、ドナー細胞がレシピエントの体細胞を攻撃する移植片対宿主病

(GVHD)に対する予防の仕方を工夫する事により、生着不全が克服されつつあるなど変貌

を遂げています。また、臍帯血移植は移植した臍帯血の免疫細胞が腫瘍を攻撃し再発を防ぐ

事(GVL)が他の移植と比較し強い可能性が示唆されていますが、どのような臍帯血移植で

の免疫細胞の機能(免疫再構築)がその特徴を担っているかに関しては不明な点が多い状態

です。この研究では、臍帯血移植を行った患者の長期の経過をみる３種類の指標（無増悪生

存期間、全生存期間ならびに再発率）を解析し、免疫能の回復が予後に与えた影響を検討し

ます。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020年 2月 14日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 湯淺 光博のもと 2025 年３月

３１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 内田 直之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２０年６月

３０日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 湯淺 光博・内田 直之 

電話 03-3588-1111(代表) 



検診画像を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センターでは、虎の門病院およびエルピクセル株式

会社（千代田区大手町 1-6-1）と共同で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、人工

知能（ＡＩ）の技術を利用して作成された画像診断支援ソフトウエアの精度を評価し、将来的に医師

の診断の補助手段になりうるかを検討するものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の画像を使ってほしくない」とお思いになる方がいらっしゃいましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017年 10月 1日 ～ 2019年 3月 31日の間に、虎の門病院付属健康管理センター・画像診断

センターの日帰り人間ドック、脳ドック、乳がん検診を受診された方 

 

【研究課題名】  

深層学習（deep learning）を用いた人工知能（AI）画像診断支援ソフトウエアによる検診画像の診断

精度評価と医師による診断の比較分析研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

検診画像において、エルピクセル株式会社が開発中の深層学習（deep learning）を用いた人工知

能（AI）技術による画像診断支援ソフトウエア（以下、ＡＩ画像診断支援ソフトウエア）の診断精度評

価を行い、また、医師による診断との比較分析を行うことを目的としています。このソフトウエアは、

下記①～③の各画像から各病変候補を自動検出し、その位置を医師に提示する機能を有してい

ます。 

1 頭部 MRA画像から未破裂脳動脈瘤と同様の特徴を持つ領域を自動検出 

2 マンモグラフィ画像から石灰化など癌の診断に必要な特徴を持つ領域を自動検出 

3 胸部 X線画像から肺結節影と同様の特徴を持つ領域を自動検出 

 

《研究に至る背景》 

現在は第 3次ＡＩブームと言われ、医療分野においても画像認識を利用するＡＩ技術が注目され

ています。ＡＩ技術の一つである深層学習は、比較的少ないデータ数で優れた画像認識の精度が

得られる特徴があります。エルピクセル株式会社が開発中のＡＩ画像診断支援ソフトウエア(商品名

EIRL)はこの深層学習を用い、頭部 MRA画像における未破裂脳動脈瘤の検出に関し、良好な結

果を出しています。この他にも、マンモグラフィにおける乳がん病変、胸部 X線画像における肺結

節影の指摘について、開発が進んでいるところです。 

検診画像の読影は、専門の資格を有する複数の医師の目（もしくは複数回の作業）で丁寧に行

っていますが、どのような所見を異常とするかは意見が分かれることがあり、ＡＩ技術を使うことで診

断が安定化する可能性があります。医師が画像から読み取るべき項目は多岐にわたるため現時点

では一部の病気に限られますが、どのような症例にＡＩ技術が有用なのか、あるいは有用でないの

か、どのように利用するのが良いのかを一つ一つ検証することが、まずは必要となります。 

本研究は、エルピクセル株式会社との共同研究であり、機材の提供を受けております。同社のＡ

Ｉ画像支援ソフトウエアの診断精度を検証し、その知見をソフトウエアの性能向上に活かすととも

に、当院医師による診断との比較分析を行い、検診業務における将来的なＡＩ技術の利用方法を

検討いたします。 

 

【研究期間】 

2019年 7月 2日 ～  2020年 09月 30日  

 

【単独／共同研究の別】 

共同研究：虎の門病院、エルピクセル株式会社 

 



【個人情報の取り扱い】  

EIRL による検診画像の解析には、虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター内の専

用画像サーバー(画像が、検査日、検査の種類、氏名、年齢、性別で紐づけされ、保存されたもの)

を使用しますが、解析の結果を評価する際には、個人を識別することができないように、個人を特

定できない番号等に置き換えてから行います。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定

できないような形で発表します。また、匿名化した画像と診断名などの検診情報を、エルピクセル

株式会社に提供させて頂く場合があります。本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院付属健康

管理センター・画像診断センター(石原眞木子)とエルピクセル株式会社(小池進)それぞれのもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【検診情報を虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センター外へ提供する場合】 

EIRL が医師の診断と異なる結果を出した場合、エルピクセル株式会社側で検証を行うために匿名

化済みデータの形で提供致します。 

 

【研究代表者】 虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 画像診断センター長 石

原 眞木子 

 

【虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センターにおける研究責任者】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 石原 眞木子（画像診断センター長） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院放射線科 石原 眞木子（放射線科医長、画像診断センター長） 

 

【エルピクセル株式会社における研究責任者】 

ショパン アントワン（メディカルビジネス本部 チーフエンジニア） 

 

【利用する検診情報】 頭部 MRA、マンモグラフィ、胸部 x線の各画像と診断名 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 

荒瀬 康司（健康管理センター、統括センター長） 

辻  裕之（健康管理センター、健康管理センター長） 

椎葉 真人（画像診断センター） 

大本 由樹（健康管理センター） 

天川 和久（健康管理センター） 

加藤 昌之（健康管理センター） 

岩男 暁子（健康管理センター） 

陣内 由紀（健康管理センター） 

虎の門病院 

大内 尉義（虎の門病院病院長） 

小久保 宇（放射線診断科部長） 

丸野 廣大（放射線科部長） 

石原 眞木子（放射線科医長、画像診断センター長） 

エルピクセル株式会社 

ショパン アントワン（メディカルビジネス本部 チーフエンジニア） 

小熊ひかり（メディカルビジネス本部） 

川口浩和（メディカルビジネス本部） 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内

に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 



 

【ご質問がある場合及び検診情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の検診情報につき、開示

または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の画像が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象といたしませんので、2019 年 9 月 30 日までに下記の相談窓口までお申し出ください。この場

合も検診サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 石原 眞木子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



検診画像を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センターでは、虎の門病院およびエルピクセル株式

会社（千代田区大手町 1-6-1）と共同で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、人工

知能（ＡＩ）の技術を利用して作成された画像診断支援ソフトウエアの精度を評価し、将来的に医師

の診断の補助手段になりうるかを検討するものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の画像を使ってほしくない」とお思いになる方がいらっしゃいましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 10 月 1 日 ～ 2020 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院付属健康管理センター・画像診

断センターの日帰り人間ドック、脳ドック、乳がん検診を受診された方（予定を含む） 

 

【研究課題名】  

深層学習（deep learning）を用いた人工知能（AI）画像診断支援ソフトウエアによる検診画像の診断

精度評価と医師による診断の比較分析研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

検診画像において、エルピクセル株式会社が開発中の深層学習（deep learning）を用いた人工知

能（AI）技術による画像診断支援ソフトウエア（以下、ＡＩ画像診断支援ソフトウエア）の診断精度評

価を行い、また、医師による診断との比較分析を行うことを目的としています。このソフトウエアは、

下記①～③の各画像から各病変候補を自動検出し、その位置を医師に提示する機能を有してい

ます。 

1 頭部 MRA画像から未破裂脳動脈瘤と同様の特徴を持つ領域を自動検出 

2 マンモグラフィ画像から石灰化など癌の診断に必要な特徴を持つ領域を自動検出 

3 胸部 X線画像から肺結節影と同様の特徴を持つ領域を自動検出 

 

《研究に至る背景》 

現在は第 3次ＡＩブームと言われ、医療分野においても画像認識を利用するＡＩ技術が注目され

ています。ＡＩ技術の一つである深層学習は、比較的少ないデータ数で優れた画像認識の精度が

得られる特徴があります。エルピクセル株式会社が開発中のＡＩ画像診断支援ソフトウエア(商品名

EIRL)はこの深層学習を用い、頭部 MRA画像における未破裂脳動脈瘤の検出に関し、良好な結

果を出しています。この他にも、マンモグラフィにおける乳がん病変、胸部 X線画像における肺結

節影の指摘について、開発が進んでいるところです。 

検診画像の読影は、専門の資格を有する複数の医師の目（もしくは複数回の作業）で丁寧に行

っていますが、どのような所見を異常とするかは意見が分かれることがあり、ＡＩ技術を使うことで診

断が安定化する可能性があります。医師が画像から読み取るべき項目は多岐にわたるため現時点

では一部の病気に限られますが、どのような症例にＡＩ技術が有用なのか、あるいは有用でないの

か、どのように利用するのが良いのかを一つ一つ検証することが、まずは必要となります。 

本研究は、エルピクセル株式会社との共同研究であり、機材の提供を受けております。同社のＡ

Ｉ画像支援ソフトウエアの診断精度を検証し、その知見をソフトウエアの性能向上に活かすととも

に、当院医師による診断との比較分析を行い、検診業務における将来的なＡＩ技術の利用方法を

検討いたします。 

 

【研究期間】 

2019年 7月 2日 ～  2021年 06月 30日 

 

【単独／共同研究の別】 

共同研究：虎の門病院、エルピクセル株式会社 

 



【個人情報の取り扱い】  

EIRL による検診画像の解析には、虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター内の専

用画像サーバー(画像が、検査日、検査の種類、氏名、年齢、性別で紐づけされ、保存されたもの)

を使用しますが、解析の結果を評価する際には、個人を識別することができないように、個人を特

定できない番号等に置き換えてから行います。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定

できないような形で発表します。また、匿名化した画像と診断名などの検診情報を、エルピクセル

株式会社に提供させて頂く場合があります。本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院付属健康

管理センター・画像診断センター(石原眞木子)とエルピクセル株式会社(小池進)それぞれのもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【検診情報を虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センター外へ提供する場合】 

EIRL が医師の診断と異なる結果を出した場合、エルピクセル株式会社側で検証を行うために匿名

化済みデータの形で提供致します。 

 

【研究代表者】 虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 画像診断センター長 石

原 眞木子 

 

【虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センターにおける研究責任者】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 石原 眞木子（画像診断センター長） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院放射線科 石原 眞木子（放射線科医長、画像診断センター長） 

 

【エルピクセル株式会社における研究責任者】 

ショパン アントワン（メディカルビジネス本部 チーフエンジニア） 

 

【利用する検診情報】 頭部 MRA、マンモグラフィ、胸部 x線の各画像と診断名 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 

荒瀬 康司（健康管理センター、統括センター長） 

椎葉 真人（画像診断センター） 

大本 由樹（健康管理センター） 

天川 和久（健康管理センター） 

加藤 昌之（健康管理センター） 

岩男 暁子（健康管理センター） 

陣内 由紀（健康管理センター） 

虎の門病院 

大内 尉義（虎の門病院顧問） 

丸野 廣大（放射線科部長） 

石原 眞木子（放射線科医長、画像診断センター長） 

エルピクセル株式会社 

ショパン アントワン（メディカルビジネス本部 チーフエンジニア） 

小熊ひかり（メディカルビジネス本部） 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内

に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び検診情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の検診情報につき、開示



または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の画像が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象といたしませんので、2021 年 3 月 31 日までに下記の相談窓口までお申し出ください。この場

合も検診サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター 石原 眞木子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 高齢者総合診療部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいは

ご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研

究に「ご自分あるいはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠

慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015年 4月 1日～2019年 12月 31日の期間に虎の門病院で診療を受けた方で、高 

齢者総合診療部の介入のあった方 

 

【研究課題名】  

高齢者総合診療部の介入が患者や病院に与える影響の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

高齢者は複数の疾患に罹患していることが多く、加齢に伴う身体面・精神面・社会面へ

の影響も多岐にわたります。それ故入院の契機となる疾患・病態を超え、総合的な高齢者

への評価・支援を行う多職種チームの介入は重要となってきます。  

本研究では、多診療科・多職種チームである“高齢者総合診療部”の介入およびその結

果を分析し、チームによる介入の有用性を探ることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

当院では、2015年以降高齢者総合診療部を創設し、主に65歳以上の患者の入院患者お

よび外来患者に対し、複数科の医師、看護師、薬剤師、言語聴覚士、栄養士、臨床心理

士、社会福祉士等が協働して治療介入を行っています。 

入院患者に対する多職種チーム介入に関する研究では、課題に応じて編成されたチーム

（例：栄養サポートチーム、緩和ケアチーム等）による報告が大半を占め、“高齢者総合

診療部”のような、予め課題を特定せず、総合的に高齢者をみる多職種チームについての

報告は極僅かです。 

本研究は、高齢者総合診療部の介入が患者の健康状態、せん妄や不眠の予防、入院期

間、術後の在院日数などに与える影響について検討を行います。また、高齢者に対する各

種薬剤の影響や、高齢者の救急外来からの入院の状況についても、入院期間の延長や患者

の状態への影響等について検討を行います。 

  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 6月 25日 ～  ２０２２年３月３１日  

 



 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁之総 の

もと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個

人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、診断名、既往歴、紹介元の診療科、紹介の目的、治療内容、使 

用薬剤、栄養状態、認知症の有無・症状、せん妄・精神医学的問題の有無・

症状、身体合併症の有無・症状、再入院の有無・頻度、ADL、放射線画像デ

ータ、超音波検査データ、脳波検査データ、心電図検査データ、血液デー

タ、神経心理学検査データ、介入開始日、在院日数 

 

【研究結果の取り扱い】 

 今回の研究結果については、ご希望のある患者さんには解析結果を口頭でお伝えいたし

ます。また論文発表や学会発表を行う場合があり、その際、個人が特定される情報は一切公

表いたしません。知的財産権の帰属先は、虎の門病院 高齢者総合診療部とします。 

 

【費用負担】 

 本研究における患者さんには費用負担は一切ありません。また、将来的にも本研究に関連

した費用を請求されることもありません。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁 之総 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁 之総 

 

【利用する者の範囲】 

           高齢者総合診療部 井桁之総 

高齢者総合診療部 桑原政成 



 

 

     高齢者総合診療部 長澤薫 

     高齢者総合診療部 川田真宏 

     高齢者総合診療部 中道健一 

     高齢者総合診療部 今井昌康 

     高齢者総合診療部 佐々木雅明 

     高齢者総合診療部 久山なぎさ 

高齢者総合診療部 那須いずみ 

     高齢者総合診療部 山本恭子 

           高齢者総合診療部  岡田尚子 

     高齢者総合診療部 畑ヶ山紗千子 

     高齢者総合診療部 作田三枝子 

高齢者総合診療部 市川瑞穂子 

高齢者総合診療部 山元智穂 

     高齢者総合診療部 大内尉義 

              精神科    玉田有 

              精神科   大前晋 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、 2020年 7月 31日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

 虎の門病院 高齢者総合診療部 山元智穂  

電話 03-3588-1111（代表） 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 高齢者総合診療部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいは

ご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研

究に「自分あるいはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮

なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

201８年 4月 1日～20１９年 3月３１日の間に虎の門病院（以下、当院）に 

緊急入院した 65歳以上の高齢者 

（2018年 4月 1日～2019年 3月 31日の診療情報をまとめます） 

 

【研究課題名】  

救急外来を受診、もしくは緊急入院した高齢者の要因と薬物療法に関する観察研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院の救急外来を受診した、もしくは緊急入院となった高齢者の要因や薬剤の影響につ

いて検討を行います。具体的には、来院時の持参薬数を調査し、ポリファーマシーの実態

や緊急入院と内服剤数が高齢者にどのような影響をおよぼしているか調査します。ポリフ

ァーマシーとは「Poly（多くの）」＋「Pharmacy（調剤）」の造語で、単に薬剤数が多い

状態ではなく、薬物有害事象や内服間違いにつながる状態のことを言い、特に高齢者で問

題となることが多い状態です。高齢者の緊急入院の要因やリスクについて検討を行い、高

齢者総合診療部の活動を患者に有益となるように役立てることが目的です。 

《研究に至る背景》 

当院に転倒で緊急入院する高齢者は一部分です。高齢者は、多数の合併疾患を抱え服用剤

数が多くなり、入院日数が長期化すると予想されます。しかし、転倒、内服薬数、入院期間

の関係性は不明な点が多く、十分な検討が必要で、特に市中病院での検討が必要とされると

考えます。 

本研究では、高齢者の救急外来受診と緊急入院の要因を検討します。多剤服用が緊急入

院や入院期間の延長の原因になることがわかれば、高齢者のＡＤＬ改善や有効な社会資源

の利用につなげていくことができると考えます。 

  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 10月 11日 ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 



 

 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁之総 の

もと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個

人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 性別、年齢、身長、体重、持参薬の内容、診療科、入院

日、退院日、入院時主訴、保険病名、血液検査結果、画像検査結果、

処方薬剤、認知症の有無、せん妄の有無、神経心理学検査データ、高

齢者総合診療部介入日、介護度 

 

【研究結果の取り扱い】 

 今回の研究結果については、ご希望のある患者さんには解析結果を口頭でお伝えいたし

ます。また論文発表や学会発表を行う場合があり、その際、個人が特定される情報は一切公

表いたしません。特許などが生じる場合には、その権利は虎の門病院高齢者総合診療部に属

することになり、患者さんには権利はありません。 

 

【費用負担】 

 本研究における患者さんには費用負担は一切ありません。また、将来的にも本研究に関連

した費用を請求されることもありません。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁 之総 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 高齢者総合診療部 部長 井桁 之総 

 

【利用する者の範囲】 

         高齢者総合診療部 井桁 之総 

高齢者総合診療部 那須いずみ 

   高齢者総合診療部 山元智穂 



 

 

   高齢者総合診療部 桑原政成 

         救急部      西田昌道 

         救急部      横田茉莉 

         病院長      大内尉義 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者で閲覧を希望される方は、研究の詳細に関する資料を閲覧できます。しか

し、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報

にご質問がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、 ２０2０年１２月３１日 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など今後の病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

 虎の門病院 高齢者総合診療部・薬剤部 那須いずみ 

電話 03-3588-1111（代表） 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科、呼吸器センター（内科）、泌尿器科、血液内科、皮膚科、熊本

中央病院 泌尿器科、および横須賀共済病院 外科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご

自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、または

この研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠

慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

２０１５年３月１日～２０１９年３月３１日の間に、血液腫瘍を含む悪性腫瘍のために虎

の門病院、熊本中央病院、横須賀共済病院のいずれかに入院・通院し、免疫チェックポイン

ト阻害剤（ニボルマブ [オプジーボ]、ペムブロリズマブ [キイトルーダ]、アテゾリズマブ 

[テセントリク]、デュルバルマブ [イミフィンジ]、イピリムマブ [ヤーボイ]）の治療を受

けられた方 

 

【研究課題名】  

免疫チェックポイント阻害剤と免疫関連有害事象に関する後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】   

免疫チェックポイント阻害剤投与時の免疫関連有害事象に関するリスク因子・バイオマー

カーについて、確立されたものはないものの、これまでいくつかの報告なされています。た

とえば、イピリムマブを投与したメラノーマの患者さんにおいて、免疫関連の大腸炎を生じ

た人では、IL-17 の血漿濃度の上昇を認めるとする報告や、好中球増加に関連する遺伝子

の発現増加がある可能性を示唆する報告があります。とくに、好酸球数の増加と免疫関連有

害事象との関連について、イピリムマブを投与したメラノーマの患者さんや、ニボルマブも

しくはペムブロリズマブを投与した固形がん患者さんにおいて検討した研究が注目を集め

ています。 

しかし、こういった免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象に関するリスク

因子・バイオマーカーの検討はまだ少なく、また、扱うがん種や薬剤に偏りがあります。ま

た、免疫関連有害事象の種類と好酸球増多との関連について検討した報告はありません。 

 そこで、免疫関連有害事象に関連のある患者さん個人のリスク因子やバイオマーカーを

調査し、がん治療における薬剤選択や投与間隔の検討、症状やデータのモニタリングのタイ

ミングなどを検討することを目的に、本研究を計画しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  
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2019 年 7月 7 日～２０２２年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院、熊本中央病院、横須賀共済病院による共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、CT データ、薬歴、看護記録など 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

【横須賀共済病院における研究責任者】 

横須賀共済病院 外科 研究責任者 桝井秀宣 

【熊本中央病院における研究責任者】 

 熊本中央病院 泌尿器科 研究責任者 原一正 

 

【研究事務局】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 3 月３1 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ
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ることはありません。 

 

【研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係

る利益相反に関する状況】 

研究責任者が本研究の対象となる薬剤を販売している製薬会社より研究費の収入がありま

すが、本研究には使用しておりません。本研究は共済医学会共同研究事業として研究費の

助成を受けています。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 三浦裕司 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： １９７２年１月 1 日 ～ ２０１8 年１２月３１日の間に、B 型

慢性肝炎または肝硬変のために虎の門病院分院肝臓内科に入院し、肝生検または腹腔鏡検

査を受けられた方 

 

【研究課題名】  

機械学習を用いた B 型慢性肝疾患症例における肝線維化および肝内炎症予測  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型慢性肝疾患において、肝線維化進行（簡単に言うと肝臓が硬くなることです）は病状

経過が悪くなる要因の一つであります。肝生検または腹腔鏡検査は肝線維化進行を最も正

確に評価できる検査ですが、入院が必要な検査であり簡便な検査とは言えません。また昨

今、医療に限らず多方面で機械学習の精度の向上やその有用性が報告されております。そ

こで本研究では、当院で肝生検または腹腔鏡検査を既に受けたことがある B 型慢性肝疾患

の患者さんを対象に、既に確認済みの臨床データ（年齢、性別、血液検査値等）から肝線

維化および肝内炎症の予測を、機械学習を用いて行うことを目的としました。 

 

《意義》 

この研究により簡便な検査等で B 型慢性肝疾患患者さんの肝線維化進行を評価することが

可能となり、抗ウイルス療法を導入するかの判断材料となり得ると考えております。 

《研究に至る背景》 

当院に通院している B 型慢性肝炎・肝硬変の患者さんが今後高齢化していくため、より簡

便な肝線維化評価法が必要と考え、この研究を立案しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 2月 27 日 ～  2023年３月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院・虎の門病院分院共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院肝臓内科 鈴木文孝のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 ・肝臓内科 ・鈴木文孝  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院および虎の門病院分院 肝臓内科         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2023 年１月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  肝臓内科 ・ 保坂 哲也 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： １９７２年１月 1 日 ～ ２０１8 年１２月３１日の間に、B 型

慢性肝炎または肝硬変のために虎の門病院に入院し、肝生検または腹腔鏡検査を受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

機械学習を用いた B 型慢性肝疾患症例における肝線維化および肝内炎症予測 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型慢性肝疾患において、肝線維化進行（簡単に言うと肝臓が硬くなることです）は病状

経過が悪くなる要因の一つであります。肝生検または腹腔鏡検査は肝線維化進行を最も正

確に評価できる検査ですが、入院が必要な検査であり簡便な検査とは言えません。また昨

今、医療に限らず多方面で機械学習の精度の向上やその有用性が報告されております。そ

こで本研究では、当院で肝生検または腹腔鏡検査を既に受けたことがある B 型慢性肝疾患

の患者さんを対象に、既に確認済みの臨床データ（年齢、性別、血液検査値等）から肝線

維化および肝内炎症の予測を、機械学習を用いて行うことを目的としました。 

 

《意義》 

この研究により簡便な検査等で B 型慢性肝疾患患者さんの肝線維化進行を評価することが

可能となり、抗ウイルス療法を導入するかの判断材料となり得ると考えております。 

《研究に至る背景》 

当院に通院している B 型慢性肝炎・肝硬変の患者さんが今後高齢化していくため、より簡

便な肝線維化評価法が必要と考え、この研究を立案しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 2月 27 日 ～  2023年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院・虎の門病院分院共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院肝臓内科 鈴木文孝のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 ・肝臓内科 ・鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木義之  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院および虎の門病院分院 肝臓内科  

        

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院肝臓内科へ提供いたします。提供方法は、送

付する情報をパスワードを付与したＣＤに保存し、研究責任者または分担者が直接研究事

務局に持参し、個人情報管理責任者に直接手渡しします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2023 年１月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生
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じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  肝臓内科 ・ 鈴木 義之 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2014 年 7 月 1 日～2016 年 2 月 28 日の間に胆道癌のために虎

の門病院 臨床腫瘍科に入院・通院し、KHBO1401 試験に登録され治療を行った患者さ

んのうち、登録時に遠隔転移があり、かつ追跡可能な方 

 

【研究課題名】  

KHBO1401 附随研究：切除不能胆道癌肺転移に対する GEM/CDDP/S-1 と

GEM/CDDP の有用性の比較検討：KHBO1401-3B 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》胆道癌肺転移の、肝転移や腹膜播種など他の転移形式に対する長期予後および適

切な治療方針を明らかにするためです。 

 

《研究に至る背景》 

胆道癌は、世界的には稀な癌腫ですが、日本や南米においては他国に比べ罹患率が高

いことが知られています。平成 25年の日本における胆道癌による年間死亡者数は 18200

人であり、悪性新生物による死亡者数の中では、男性第 7位および女性第 8 位です（国立

がん研究センター）。胆道癌は膵癌と同じく難治性癌であり、現在も切除術以外に根治が期

待できる治療法はありません。治癒切除可能な症例は限られています。また、たとえ、治

癒切除が行われても再発率が高く、予後は極めて不良です。 

切除不能例や術後再発例に対しては全身化学療法が標準療法として行われています。

これまでの標準治療は、gemcitabine (GEM)と cisplatin (CDDP)併用療法でした。Valle

らは 410 例の切除不能胆道癌患者を対象に GEM/CDDP 併用療法と GEM 単剤療法とを

比較する第Ⅲ相臨床試験を行い、GEM/CDDP（GC）併用療法が GEM単剤療法と比して

有意に全生存期間を延長することを報告しました（生存期間中央値 11.7 ヵ月 vs 8.2ヵ月,

ハザード比 0.64, P = 0.002）1。この結果により GC 併用療法が現在 global standard

として広く用いられています 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 10月 7 日 ～  2021年 3月 31 日 
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【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究代表者 社会保険大牟田天領病院 外科 橋本大

輔、当院でのデータは臨床腫瘍科高野利実のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管

期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、CRF（症例報告書）にデータを記載して提出します。提出の

際は、データシートにパスワードをつけた上で CD-R に保存して、KHBO データセンター

(研究事務局)へ郵送いたします。 

 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：年齢、性別、ECOG-PS、病理診断、切除不能例（UICC-stage、TNM 因子、

遠隔転移部位）/術後再発例（再発 部位、術後補助化学療法の有無・内容）、

原発巣の占拠部位、胆管癌部位詳細、測定可能病変の有無・部位）    

OS、PFS、奏効率、手術までの期間(肺転移の切除例) 

 

 

【研究代表者】  

社会保険大牟田天領病院 外科 橋本 大輔 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 高野 利実 

 

【利用する者の範囲】 

別添 研究組織参照 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範
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囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2019 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 高野利実 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院循環器センター内科および臨床生理検査部では，以下の臨床研究を実施して

おります。この研究は，通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり，ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で，ご質問があ

る場合，またはこの研究に「ご自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いに

なりましたら，遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１８年１０月１日 ～ ２０１８年１２月３１日 の間に， 

心臓超音波検査 を受けた方 

 

【研究課題名】  

スペックルトラッキング心エコーによる global longitudinal strain（GLS）と拡張機能

障害の関連 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

心臓の機能のひとつである拡張機能障害を診断するにあたって，従来のアルゴリズムを用

いた方法と，早期の心臓の変化を捉える指標のひとつであるGLSという値の関連を評価し，

GLS の新たな意義を検討したいと考えています。 

 

《研究に至る背景》 

2016年に拡張機能障害を診断するためのガイドラインが改定されましたが，専門家のコン

センサスに基づくものであり，検証は不十分であると言われており，評価が困難となる場

合もあります。収縮機能障害の早期発見に用いられる，スペックルトラッキング心エコー

という手法を用いて計測される左室長軸方向ストレイン（global longitudinal strain：GLS）

という値が，拡張機能障害においても指標となりうる可能性が示唆されています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 9 月 2 日 ～  ２０２1 年１２月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前，ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌
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等で公表する際にも，個人が特定できないような形で発表します。 

また，本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院循環器センター内科，富田康弘医師 の

もと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後，本研究に関わる記録・資料は個

人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ，診療記録，心電図，心臓超音波検査所見，薬歴，看護記録など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 臨床生理検査部 ・ 小池由佳子  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 ・ 臨床生理検査部 ・ 小池由佳子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は，個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが，研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問，お問い合わせがある場合，またはご自身やご家族の診療情報につき，

開示または訂正のご希望がある場合には，下記相談窓口までご連絡ください。 

また，ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので， ２０１9 年１２月３１日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター内科 ・ 富田康弘  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2015年 1月 1 日から 2019年 5月 1 日に、がん（肉腫を含む）のために虎の門病院 臨

床腫瘍科に入院・通院し、診療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

がん薬物療法の効果と安全性に関する後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】  

この研究は、臨床腫瘍科において診療を受けた、がん（肉腫も含む）患者さんの治療の経

過を後方視的に（経過をさかのぼって）解析し、それぞれの症例における治療の実際と効

果、副作用について分析し、考察することを目的としています。  

 がん薬物療法は、対象となる患者さんを多く集め、規定に沿った治療で臨床試験を実施

し、それまでの標準的な治療を上回る効果や安全性が得られた治療法を、次の標準治療と

して開発が進められてきました。臨床試験は、薬剤の効能をできる限り正確に把握する目

的で、高齢の患者さんや、腎臓や肝臓などの機能が十分でない患者さん、感染症をもつ患

者さんなどを対象から除外しています。実際の医療現場では、このような患者さんも少な

からず存在し、持病をかかえながらがんの薬物療法を行う患者さんに対しては、主治医の

経験に基づく判断や、多数の医療者で行う会議で治療方針を決定するなど、患者さんへの

不利益が少なくなるように日々取り組んでいます。 

比較的まれな病態を背景にもつがん患者さんをグループとして診療実態をまとめて、既存

のデータや他のグループと比較をしたり、良い経過や好ましくない経過の理由を探ること

は、その後の同様な患者さんへの治療指針を検討するうえで、重要な情報となります。 

  当院の臨床腫瘍科で診療した症例をさかのぼって解析し、薬物療法の効果および副作用

についての臨床病理学的特徴を検討することは、臨床の進歩に対する意義が大きいと考え

ています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 11月 13日 ～ 2021年 3月 31 日 
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院外へ提供する予定はありません。 

 

【利用する診療情報】  

＜患者情報＞ 

・ 性別、年齢、日常生活の自立度 

・ 診断日、治療開始日、治療終了日、転移部位 

・ 治療内容、薬物療法のコース数、副作用、増悪の有無 

・ 治療から増悪までの期間、治療継続期間、生存期間 

＜検査結果＞ 

・ 血液検査結果、CT やMRI の画像評価結果 

＜病理情報＞ 

・ 組織型、脈管侵襲、腫瘍の大きさ、リンパ節転移の有無 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦 裕司 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院 臨床腫瘍科の単独研究であり、共同研究機関はありません。 

 臨床腫瘍科 三浦裕司、田辺裕子、近藤千紘、尾崎由記範 

       佐々木明日香、大関江理子 

医学教育部 増田淳、木澤莉香、竹村弘司、山中太郎、青山陽亮、吉野光一郎、高橋寿彰 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 
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本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 2 月までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 近藤 千紘 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分あるいはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2006年 3月１日 ～ 2018年 3月 31日の間に、クッシング

病のために虎の門病院間脳下垂体外科で手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

下垂体腺腫における遺伝子発現と腫瘍発生・ホルモン分泌機序の解析 

 

【研究の目的・背景】   

下垂体はホルモンを分泌し、脳や他の末梢組織の働きに影響する内分泌臓器です。し

かし、まだそのメカニズムにはわかっていないことも多いです。下垂体に発生する下垂

体腫瘍はホルモン分泌能力、活動性などが、個々の腫瘍によって異なり、それによる病

態の研究がまだまだ必要です。この研究では下垂体腫瘍の遺伝子異常を調べることによ

り、腫瘍の発生やホルモン産生のメカニズムについて明らかにし、診断、治療、予後予

測など臨床に活用できる有用な情報を得ることを目的とします。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 3月 17日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院間脳下垂体外科 西岡宏 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

試料および診療情報は匿名化された状態で浜松医科大学に送られます。試料は承認され

た研究期間、浜松医科大学において山下美保を責任者として保存されます。研究期間終了後
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は試料は誰のものかわからないようにした状態のまま廃棄処分をします。浜松医科大学に

おいても情報は外部からのアクセスができないようセキュリティーを施され、情報管理者

佐々木茂和の下厳重に管理されます。研究期間終了後は匿名化されたまま消去されます。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、浜松医科大学へ郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、MRI画像データ、CT データ、薬歴など  

検体（試料）： 腫瘍組織保存検体  

 

【研究代表者】  

浜松医科大学国際化推進センター 特任講師 山下美保 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 間脳下垂体外科 西岡宏  

 

【利用する者の範囲】 

浜松医科大学国際化推進センター 特任講師 山下美保 

浜松医科大学地域家庭医療学講座 特任教授 沖隆 

浜松医科大学第二内科 診療助教 柿沢圭亮、医員 大川雄太、大学院生 池谷章 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族が診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご

了承いただけない場合には研究対象といたしませんので、2020年 5月 31 日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  間脳下垂体外科 西岡宏  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院看護部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に自分や家

族の診療情報を使ってほしくないとお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2017 年 4 月 1 日 ～ 2019 年 3 月 31 日の間に、虎の門病

院血液内科に入院・通院し、ネーザルハイフローによる高流量酸素療法（ハイフローセラ

ピー：HFT）を受けられた方 

 

【研究課題名】  

血液内科で高流量酸素療法（ハイフローセラピー）を受ける患者が抱える苦痛  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

ハイフローセラピーを受ける患者の苦痛を明らかにすることを目的とします 

《研究に至る背景》 

ハイフローセラピーは高流量酸素療法であり、成人・小児の重症集中治療分野で多く

使用されるようになっている。虎の門病院本院では、ハイフローセラピーとしてネーザ

ルハイフロー（図１）を使用している。ネーザルハイフローはブレンダー式の経鼻高流

量酸素療法システムであり、利点として、1)FiO2100%，最大流量 60L/minが可能で

あり、正確な FiO2の供給ができる、2)高流量による気道内圧の付加により軽度の CPAP

効果が得られること、3)加湿による粘膜線毛クリアランス効果が得られ、4)解剖学的死

腔を洗い流し、CO2の貯留が軽減できること、5)会話や食事が可能になるなどの効果が

挙げられている。当院では平成 25 年からネーザルハイフローの使用を開始しており、

年々使用頻度が増している。診療科ごとの使用実績をみると 2017年度貸出総数 62件

に対し、血液内科病棟 31 件、呼吸器科病棟 16 件、CCU・ICU10 件であり、2018

年度は貸出総数 71件に対し、血液内科病棟 39件、呼吸器科病棟 25件、CCU・ICU4

件であった。以上のように当院では、ネーザルハイフローは血液内科病棟への貸出実績

が最も多く、血液疾患の患者に多く使用されている。当院の血液内科のネーザルハイフ

ロー使用患者の特徴として、ハイフローセラピーの実施期間が長いこと、またネーザル

ハイフローを装着した状態でお亡くなりになられる方もいらっしゃいます。 

ハイフローセラピーは酸素鼻カニューレや酸素マスクのローフローセラピーと人工呼

吸器との間に位置づけられており、人工呼吸器に比べ快適性に関する報告は蓄積されて

きているが、看護の分野での報告はまだ少ない。実際にはハイフローセラピーに伴う患
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者の苦痛の訴えはあるが、酸素療法の延長として捉えられている部分も多く、ハイフロ

ーセラピー独自の看護ケアがまだ確立していないと言われています。  

当院の血液内科の患者の中にはGVHD等により特に皮膚の脆弱性がある他、長く重症

な臨床経過となる方も多くいるため、ネーザルハイフロー装着時の不快感やスキントラ

ブルという苦痛だけでなく、ハイフローセラピーを実施している中で他にも様々な側面

で苦痛を抱えていると考えております。しかし、現状では看護師がその苦痛を捉え介入

することができておりません。本研究により看護師が血液疾患の患者が高流量酸素療法

を実施する上で、ネーザルハイフロー装着時の不快感やスキントラブルだけでなく、他

にも患者にとってどのような苦痛があるのか示唆を得ていきたいと考えました。 

図１．ネーザルハイフロー 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 1月 9日 ～  2024年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 国家公務員共済組合連合会虎の門病院、宗村美江子 

のもと研究終了後 ３年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  
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診療情報：検査データ、診療記録、看護記録 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

副院長・看護部長 宗村美江子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年３月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  看護部 近藤 奈知  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院看護部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2019 年 12 月 9 日 ～ 2021 年 9 月 30 日の間に、脳血管障害がありリハビリを

目的として虎の門病院分院回復期リハビリテーション病棟に入院されていた方 

 

【研究課題名】  

「回復期リハビリテーション病棟における脳血管障害患者の転倒・転落と FIM および

Morse Fall Scale との関連性について」 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

回復期リハビリテーション病棟における脳血管障害患者の転倒・転落と転倒リスク評

価のスコアでありますMorse Fall Scaleと従来転倒リスク指標として使用してきました

FIMとの関連性を明らかにし、より正確に転倒の危険性を予測するツールを検討します。 

《研究に至る背景》 

  当院では、これまで転倒の危険性を見極める指標として FIM（Functional 

independence measure）という患者さんの日常自立度を測定するツールを活用してき

ました。もともと FIM は転倒を予測する指標ではないことから見直しが検討され、2019

年 5 月より海外でも有効性が証明されている、Morse Fall  Scale（以下 MFS と略）

というツールを用いて評価しています。実際、使用してみると脳血管障害のある患者さん

においては、従来使用してきた FIM による指標の方が MFS よりも転倒リスクの高い患

者さんを評価するのに、現状にあっているのではないかと考えました。そこで、本研究に

よりどちらが回復期リハビリテーション病棟における転倒リスクのある患者さんを見極

めるのに有用なのかを検討しようと考えました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 12月 9 日 ～  2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院分院・看護部・合澤葉子のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、看護記録、CLIP（インシデントレポート） 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

看護部 ・ 合澤葉子 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2021 年 11 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  看護部・ 丸田由美子 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科、血液内科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長

の許可を得た上で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得ら

れた記録をまとめるものです。過去の記録を解析するため参加する患者さんに金銭的・身

体的なリスク及び利益が生じることはありません。また、本研究に関して利益相反はあり

ません。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくな

い」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2011 年 1 月 1 日から 2018 年 6 月 30 日までの間に当院で血液悪性疾患治療中にブドウ糖

非発酵菌菌血症の加療を受けた全ての方が対象となります。 

 

【研究課題名】  

血液悪性腫瘍患者におけるブドウ糖非発酵菌菌血症の原因菌種間の臨床像相違についての

検討 

 

【研究の目的・背景】  

緑膿菌などのブドウ糖非発酵菌（細菌）は一般的に使われる抗菌薬に治療効果がみられ

ない細菌が多いためしばしば治療に難渋することが知られています。しかしこれらの菌は

その形態だけから菌種を正確に判断することはできず、その結果として初期治療の段階で

有効性の乏しい抗菌薬が使用されてしまうことがしばしばあり、生命予後の悪化につなが

っていると考えられています。実際に菌血症の原因菌種が確定した時点でようやく最適な

抗菌薬を開始するのでは、特に免疫機能が低下している血液悪性疾患治療中の患者さんで

は救命困難になっていることも多々経験されます。そのため、①ブドウ糖非発酵菌による

菌血症の細菌の種類及び特徴を解析することと、②ブドウ糖非発酵菌を発症した方にとっ

て最善の治療法を確立することを目的とし、これまで当院で検出されたブドウ糖非発酵菌

が検出された状況や、検出菌成分を精密かつ高感度に分析できる機械を用いて検出菌の詳

細な同定を行います。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 11月 27日 ～ 2023年（令和 5年）12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 



単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術

雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

虎の門病院における本研究に関わる記録・試料や個人情報等の管理は虎の門病院臨床感

染症科木村宗芳が担当します。本研究に関わる記録・資料は虎の門病院臨床感染症科の米

山彰子のもと、研究終了後 5 年間保存します。そして保管期間終了後、本研究に関わる記

録・試料は個人が特定できない形で破棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経

過、体内から検出された細菌に関するデータ（細菌の菌名、薬剤感受性結果など） 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 米山彰子 

 

【利用するものの範囲】   

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医学教育部 酒匂崇史 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、令和 2 年 2 月 1 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

それ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけ



ない場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に

学会発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご

了承ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 医学教育部 酒匂崇史  

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族が、ご自身または家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いにな

りましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２００８年１月１日から２０１９年７月３１日の間に、虎の門病院

呼吸器センター外科に入院し、特発性間質性肺炎を疑い 3-port胸腔鏡下肺生検術を受けら

れた方 

 

【研究課題名】  

間質性肺炎に対する胸腔鏡を用いた外科的肺生検術の治療成績に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

間質性肺炎は難治な疾患であり、治療方針の決定には病理組織診所見を含めた正確な診断

が重要となります。ガイドラインでも外科的肺生検は特発性間質性肺炎診断のためのフロ

ーチャートに組み込まれていますが、外科的生検により治療方針が決定されても、その治

療で生命予後が延長するかどうかは未だわかっていません。また、外科的肺生検による間

質性肺炎の急性増悪などの重篤な合併症や周術期死亡が数％に認められると報告されてい

ます。当院では以前より間質性肺炎の診断の一環として全身麻酔下での胸腔鏡下肺生検を

積極的に行っており、今回、当科での間質性肺炎に対して胸腔鏡下肺生検を施行した患者

さんの情報、経過について遡って解析し、外科的肺生検を行うべき患者さんの選択基準に

ついて考察することを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 11月 27日 ～  ２０２４年１２月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 呼吸器センター外科 部長 藤森 賢



 

 

2017.8 

 

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は他施設に提供されることはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：年齢、性別、喫煙歴、呼吸機能、検査データ、診療記録、CT画像データ、術前 

併存症、手術時間、出血量、開胸移行の有無、術後合併症、病理学的特徴、術

後 

治療、生存期間など を使用します。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 呼吸器センター外科 藤森 賢 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2023 年 7 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター外科 長野 匡晃 

電話 03-3588-1111(代表) 内線 7520 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院看護部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身が診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 20１６年 4 月 1 日 ～ 2019 年９月 3０日の間に、虎の門

病院産科に通院し、入院分娩された方 

 

【研究課題名】  

 虎の門病院で出産した妊婦の特徴に関する実態調査 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

虎の門病院で出産した妊婦の特徴を明らかにすることを目的とします 

《研究に至る背景》 

  2017年の合計特殊出生率は 1.43 で、一人の女性が生涯に出産する子どもの数は二 

人にも満たず、日本社会の少子化は抑制できない状況となっているものの、東京都内 

の出生数は過去 10 年 10 万人を超えており、虎の門病院周辺（港区、千代田区、中央区、 

渋谷区）の出生数は増加しつづけています。 

   日本における出生場所の内訳は、病院 52.0%、診療所 47.0%とほとんどの女性が産 

科医療機関で分娩しています。少子化により以前にも増して出産体験は女性にとってラ 

イフサイクルの中での一大イベントとなっており、女性が人生の中で一度か二度の出産 

体験を満足のいくものにするうえで、出産場所の選択は重要な要因となると考えます。 

出産様式は自然分娩が主流ですが、陣痛誘発や無痛分娩、適応拡大の吸引や帝王切開等 

積極的に医療的に介入する分娩が行われるようになっています。また無痛分娩は日本に 

おいて少しずつ広まり始め、2008年の調査で全分娩件数中 2.6％だった無痛分娩の割 

合は 2016年には 6.1％まで上昇しており、無痛分娩が昨今注目を集め、当院の近隣病 

院でも無痛分娩を取り扱う施設の分娩件数は増加しています。 

虎の門病院の近隣には年間 1000 件以上の分娩を取り扱う複数の大学病院や総合周産 

期母子医療センターがあるためか、当院の 2018 年度の分娩件数は約 130 件であり、

ここ 10 年間では 2009 年度の 439 件をピークに減少しています。近隣の病院や診療

所がそれぞれ特徴的な機能を備えながら分娩件数の維持、増加のための取り組みをして

いますが、当院では設備面では追いつかず、無痛分娩などの医療的介入も行われておら

ず、それもあってか分娩件数の回復には至っていません。しかし、そのような中でも当
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院を出産場所に選択してくださる妊婦さんはおり、当院の助産師、看護師は一つ一つの

出産を大切にするような関わりを行ってきました。2019 年 5 月の新病院移転に伴い

LDR（Labor Delivery Recovery）を設け、陣痛室から分娩室への移動がなく、個室で

周囲を気にすることなく上のお子さんやご家族と一緒にお産に臨むことができる新たな

設備を設けました。これを契機に、今後は当院の分娩件数を増やしていきたいと考えて

います。そのためには、当院を出産場所として妊婦さんに選択してもらえるよう努めな

ければならないと考えます。 

出産件数が減少する中においても当院を出産場所として選択してくださった妊婦さん 

の特徴を明らかにすることで、当院での出産に何が求められているのか、医療者に求め

られていることは何かについて考察し、今後強化すべきことへの示唆が得られると考え

ております。そして当院を出産場所として選択してくださる妊婦さんの期待に添ったケ

アを提供するために、助産師、看護師のスキルの向上に活かしたいと考えます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019 年 12月 18 日 ～  20２4年 12 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 国家公務員共済組合連合会虎の門病院、上野容子の

もと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個

人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診療記録、看護記録、分娩台帳、バースプラン 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

副院長・看護部長 宗村美江子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 
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本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 1 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  看護部 上野 容子  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院看護部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で

得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

虎の門病院移植後長期フォローアップ外来を2018年9月１日 ～ ２０１９年９月３０

日の期間に受診された成人患者（20歳以上）の方 

 

【研究課題名】  

虎の門病院における同種造血幹細胞移植後長期フォローアップ外来受診患者の皮膚症

状と看護介入、患者のセルフケアに関する実態調査 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

虎の門病院における同種造血幹細胞移植後の長期フォローアップ外来を受診している患

者の皮膚症状の出現状況と看護師の皮膚に対する介入内容、患者のセルフケア状況を明

らかにし、効果的な看護介入方法を検討していきたいと考えます。 

 

《研究に至る背景》 

同種造血幹細胞移植後皮膚症状はよくみられる症状の一つです。今回、皮膚症状と看護介

入、患者のセルフケアに関する実態調査を行い、同種造血幹細胞移植後フォローアップの

看護外来においてより効果的な介入に繋げていきたいと考えました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 12月 24日 ～ 202２年３月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は保管責任者である虎の門病院、宗村美江子のもと研究終



 

 

 

 

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診療録、看護記録、慢性 GVHD問診表 

 

【研究代表者】  

虎の門病院・ 看護部 ・ 宗村美江子 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

看護部 ・ 宗村美江子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2020年 1月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  看護部 ・ 柳沢ちづる  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院臨床感染症科及び虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 1 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの間に虎の門病院

に入院または通院した方の中でアスペルギルス感染症にかかり治療を受けた方。 

 

【研究課題名】  

ヒト血清および尿検体を用いたアスペルギルス フミガータス分泌タンパク質サンドイッ

チ ELISA 検出系の有効性の検討 

 

【単独・多施設】 

国立感染症研究所真菌部、虎の門病院、大阪市立大学大学院・医学研究科・臨床感染制御

学との共同研究 

 

【研究代表者】  

国立感染症研究所真菌部 部長 宮﨑義継 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【利用する者の範囲】 

国立感染症研究所真菌部 部長 宮﨑義継 

国立感染症研究所真菌部 室長 山越智 

 

【研究の目的・背景】  

ヒトの免疫が弱っているとアスペルギルスという真菌（病原体）が重篤な感染症を起こす

ことがあり、現在の方法より診断精度が高い簡便な検査法が必要と考えられています。そ

こで、国立感染症研究所と協力医療機関・大学等でこれまでより正確で、かつ痛みの少な

い検査方法を開発することを目的として研究開発を行っています。 
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【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、治療経過、検

出された菌に関するデータ 

 

【利用する検体情報】  

アスペルギルス感染が疑われる、あるいは、アスペルギルス感染症と診断された方の血液

や尿を用いて、開発中の検査法の評価を行います。血液や尿は、診療の一環として病院で

採取され検査に用いられた残余部分がある場合に研究に使用いたします。本研究では、虎

の門病院、または、大阪市立大学病院（大阪府）で 2010 年以降に採取された血液と尿を

国立感染症研究所で検査します。 

 

【研究実施期間】  

2020 年 1月 9 日 ～ 2022 年 3 月 31日 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては、特定の個人を識別することがで

きないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公

表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研究に関わる記

録・資料は虎の門病院臨床感染症科、荒岡秀樹のもと研究終了後 5 年間保存いたします。 

血液・尿検体は虎の門病院で匿名化を行い、研究独自の番号で管理され国立感染症研究所

真菌部へ提供されます。血液・尿検体の解析・検査後の取り扱いについては研究責任者の

責任の下に、国立感染症研究所真菌部内で廃棄いたします。診療情報は虎の門病院外へ提

供することはありません。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、国立感染症研究所真菌部へ規定に従い 3 重

包装を行い、ゆうパックや宅急便を利用して提供いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2020 年 3 月 31 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。
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この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科、血液内科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長の

許可を得た上で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた

記録をまとめるものです。過去の記録を解析するため参加する患者さんに金銭的・身体的な

リスク及び利益が生じることはありません。また、本研究に関して利益相反はありません。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2008 年 12 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までの間に血液疾患に対して臍帯血移植を受け

るために入院した方全ての方が対象となります。 

 

【研究課題名】  

臍帯血移植患者における Stenotrophomonas maltophilia菌血症の解析 

 

【研究の目的・背景】  

血液疾患患者に生じる Stenotrophomonas maltophilia（細菌名です。）による菌血症は予

後不良であることが知られています。しかし、臍帯血移植患者の S. maltophilia 菌血症が

どのような基礎疾患を持つ方に起こりやすいのか、どのような治療が最善なのかについて

は十分にはわかっていません。そのため、①臍帯血移植を受けた方の中で S. maltophilia

菌血症を起こしたグループと起こさなかったグループを比較することで起こしたグループ

にはどのような特徴があったのかという事と②S. maltophilia菌血症を実際起こした菌株

の抗菌薬薬剤感受性試験結果を解析することで、臍帯血移植を受ける方にとって最善の S. 

maltophilia菌血症の予防法および治療法を確立することを目的といたします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 12月 24日 ～ 2026年（令和 7年）12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

単施設研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 



虎の門病院における本研究に関わる記録は個人情報等の管理は主任研究者である虎の門

病院臨床感染症科木村宗芳が担当します。そして、これらの記録は木村宗芳のもと研究終了

後５年間保管されます。本研究に関わる記録は虎の門病院臨床感染症科の木村宗芳のもと、

研究終了後 5 年間保存します。そして保管期間終了後、本研究に関わる記録は個人が特定

できない形で破棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外に提供する場合】 

 本研究では診療情報を院外に提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経過、

血液から検出された S. maltophiliaに関するデータ（薬剤感受性結果など） 

【利用する検体情報】  

本研究では検体の利用はありません。 

 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【利用するものの範囲】   

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、令和 2 年 5 月 1 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

それ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に学

会発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご了

承ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者さまに不利益が生



じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

2009年 6月 30日～2017年 6月 30日の間に、虎の門病院血液内科で急性リンパ性

白血病に対する同種造血幹細胞移植を受けられた 20歳以上の方 

 

【研究課題名】  

同種移植後慢性閉塞性呼吸障害の発症危険因子 

 

【研究の目的・背景】   

 移植後早期の呼吸器ウイルス感染症（インフルエンザ A 型、B 型、アデノウイルス、パ

ラインフルエンザ３型、RSウイルス）は発症頻度も高く、治療法が確立されていない、時

として重篤化する合併症です。また、ウイルス感染の急性期を乗り切ったあとも閉塞性呼

吸機能障害（呼気が吐き出しにくくなる障害）が後遺症として残ることもありますが、そ

の頻度や危険因子はわかっていません。今回は移植後の呼吸器ウイルス感染の発症の危険

因子、予後、および呼吸器ウイルス感染が慢性期の呼吸機能へ与える影響について解析し、

将来の治療成績向上の足掛かりとなる知見を見出すことが目的です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 12月 24日 ～ ２０2２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 血液内科 景山康生のもと研究終了後、

学会・学術論文等で研究結果を開示したのち 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA 適合度、移植前処置、転

帰など）、急性及び慢性 GVHD、免疫抑制剤及びステロイドの投与状況（種類、投与量及

び投与期間）、呼吸器ウイルス感染症の有無、ウイルスの種類、移植後呼吸機能検査結果。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０2０年 3月３1日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 景山康生 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

 

【対象となる方】 

２０１７年３月 1 日～２０１９年６月 3０日の間に、虎の門病院血液内科で間葉系幹細

胞治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

急性 GVHDに対する間葉系幹細胞の治療効果の検討 

 

【研究の目的・背景】   

急性移植片対宿主病（GVHD）は、同種造血幹細胞移植患者における重大な合併症の1

つで、その適切な治療は移植成績の向上のために極めて重要です。GVHDに対してはステ

ロイドを始め免疫抑制療法が行われますが、有効性の高いと認められた治療は確立されて

おらず、高度の免疫抑制状態の持続による感染症のリスクも非常に高いことからその効果

的な治療法の開発が急がれています。近年、同種移植におけるGVHDに関する情報が徐々

に蓄積され、さらに極めて治療抵抗性の重症GVHDに対して間葉系幹細胞が著効したとの

報告もあり、新規薬剤の効果が明らかになりつつあります。しかしながら、GVHDに対す

る間葉系幹細胞の報告は、概して小規模であり報告数も少なく、非使用例とどの程度の効

果に差があるのか、どの種類・程度のGVHDがどの程度制御できて、どのタイミングで使

用するのがGVHDによる致死率や有害事象を最小限に抑えることができるのか等はまだ十

分でないのが現状です。以上より、本研究は、急性GVHD患者における原病、移植前処置、

GVHDの局在や症状、急性GVHDの発症時期や治療内容、間葉系幹細胞投与回数や時期、

治療効果、発症および死亡のリスク因子などを解析することにより、急性GVHDを発症し

た方にとって最善の治療戦略の確立を目指すことを目的とします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2019年 12月 24日 ～ ２０2１年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

本研究に関わる個人情報は、個人情報管理責任者（血液内科：山本久史）が管理します。

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は、研究終了後、学会・学術論文等で研究結果を開示したのち、個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】 

患者基本情報（年齢、性別、原疾患、移植源、移植回数、HLA適合度、移植前処置、転帰

など）、急性GVHD発症日や投与されていたその予防薬、症状、バイタルサイン、排便量と

形態・色調、内視鏡・腹部エコー検査・血液検査結果、肺炎の有無と推移、治療薬と投与

時期・回数・投与期間、治療効果、転帰（死亡日もしくは最終生存確認日、治療介入から

の日数、死因） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 血液内科 谷口修一 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 3月３1日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 山本久史 

虎の門病院 医学教育部 酒匂崇史 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分やご家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2018 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 7 月 31 日の間に、造血器疾患のために虎の門病院血

液内科に入院・通院し、全身放射線照射・フルダラビン（フルダラ）・ブスルファン（ブス

ルフェクス）・メルファラン（アルケラン）による前処置後に同種造血細胞移植を受けられ

た方、上記以外の移植前処置による同種造血細胞移植を施行した方 

 

【研究課題名】 

全身放射線照射・フルダラビン・ブスルファン・メルファランを用いた新しい移植前処置に

ついての検討 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

当院において行った全身放射線照射、フルダラビン、ブスルファン、メルファランを用

いた移植前処置を用いた同種造血細胞移植の安全性と有効性について検討することを

目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

造血器疾患に対する同種造血細胞移植に用いる前処置は、疾患やその状態、患者さんの臓器

機能など、様々な要素を考慮した上で決定されます。使用する薬剤や放射線の組み合わせ、

また、それらの量について、その前処置が個々の患者さんに及ぼす副作用と効果を考慮する

必要があります。特に高齢の方や移植治療の前にすでに何らかの臓器障害を有する患者さ

んの場合、それらの選択は特に重要になります。当院ではそういった患者さんに対して十分

な検討を重ね、全身放射線照射、フルダラビン、ブスルファン、メルファランを組み合わせ

た前処置を選択することがあります。本研究ではこの前処置を用いて同種造血細胞移植を

行った症例の解析を行います。これらの情報は今後の移植医療の発展のためにも意義深い

と考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 12月 24日 ～ 2026年 3月 31日 
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院・血液内科・髙木伸介のもと研究成果発表後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

該当しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・谷口 修一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関：なし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021年 6月 30日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科・髙木 伸介 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院放射線科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいはご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

当院で 2006年から 2012年の間に心筋脂肪酸代謝シンチグラフィを受けられた方 

 

【研究課題名】  

心筋脂肪酸代謝 SPECTによる予後予測 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

心筋脂肪酸代謝シンチグラフィの結果から、その患者さんの予後を予測できるか調べ

ます。 

 

《研究に至る背景》 

心筋脂肪酸代謝シンチグラフィは通常、狭心症や心筋梗塞などの診断や、心筋のエネル

ギー活用の状態を調べるために行われ、治療方針を考えるうえで大切な検査です。しかし、

この検査がその患者さんの予後にどのように関係しているかはまだ明らかになっていま

せん。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 1月 9日 ～ 2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院放射線科 今井 昌康のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

本研究では診療情報を虎の門病院外へ提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

心筋脂肪酸代謝シンチグラフィの画像データを利用します。また、診断の確認等のため、

診療録、MRI・CT などの画像データ、検査データを参照します。 

 

【研究代表者】  

虎の門病院本院 ・ 放射線科 ・ 丸野 廣大 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

放射線科 ・ 丸野 廣大 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 2月 28日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院   放射線科 ・ 今井 昌康 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られ

た記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者

にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くだ

さい。 

 

【対象となる方】 

2014年 1月 1日 ～ 2019年１月３１日の間に 

虎の門病院でカルボプラチンを含む抗がん剤治療を初回治療として実施した方 

 

【研究課題名】  

カルボプラチン投与時の催吐リスク因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院のカルボプラチンを含むレジメンを使用した患者さんの制吐剤使用状況と悪心・嘔吐

の発生状況を後方視的に調査することで、カルボプラチンによる悪心・嘔吐のリスク因子を

検索し、患者に合った制吐療法の提案につなげることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

自覚的副作用である悪心・嘔吐は患者さんの QOL に深く関わり、化学療法を継続する上

で予防すべき副作用です。米国のガイドラインに続き、日本の制吐療法ガイドラインにおい

てカルボプラチンが中等度催吐リスクから高度催吐リスクと分類が変更になりました。ガ

イドライン改訂前の制吐療法でも悪心・嘔吐の副作用がない患者も半数以上であったとい

う報告があります。カルボプラチンによる悪心・嘔吐のリスク因子を検索することで患者さ

ん毎に合った制吐療法の提案につなげるとともに、治療満足度の高い化学療法に貢献でき

ると考えます。 

  

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 4月 3日 ～ 2023年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究であり、虎の門病院からカルテ情報を持ち出すことはありません。 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑



 

 

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 研究責任者である虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

実のもと研究終了後 5年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：性別、年齢、身長、体重、使用薬剤、薬剤の内服状況、診療科、保険病名、 

血液検査データ、嘔吐回数、悪心・嘔吐の有無 

 

【研究結果の取り扱い】 

 今回の研究結果については、ご希望のある患者さんには解析結果を口頭でお伝えいたし

ます。また論文発表や学会発表を行う場合があり、その際、個人が特定される情報は一切公

表いたしません。特許などが生じる場合には、その権利は虎の門病院およびその共同研究者

に属することになり、患者さんには権利はありません。 

 

【費用負担】 

 本研究における患者さんには費用負担は一切ありません。また、将来的にも本研究に関連

した費用を請求されることもありません。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 部長 三浦 裕司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者で閲覧を希望される方は、研究の詳細に関する資料を閲覧できます。しか

し、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報にご質

問がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２020 年６月３０日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など今後の病院サービスにおいて患者の皆様に不

利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

 虎の門病院 薬剤部 那須いずみ 

電話 03-3588-1111（代表） 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院呼吸器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自分

やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 1 月 1 日 ～2016 年 6 月 30 日の間 に、 特発性間

質性肺炎 のために虎の門病院分院呼吸器科に入院・通院し、 外科的肺生検 を受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

臨床医・放射線科医・病理医による集学的検討（Multi-Disciplinary Diagnosis）における

間質性肺炎診断の一致性の検討 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 多施設より非典型的な間質性肺炎の症例を集積し、一般呼吸器内科医による診断と、専

門医による集学的検討による診断をそれぞれ比較し、本邦における間質性肺炎の診断の現

状を解析するとともに、診断が異なる間質性肺炎の特徴を解析することを目的とします。 

《研究に至る背景》 

特発性間質性肺炎の診断においては、臨床背景・胸部画像所見・病理組織所見をもとに、

臨床医、画像診断医、病理医による集学的検討により診断されることが、標準的診断とな

されており、Multi-disciplinary Discussion (MDD)診断、あるいは clinico-radiologic-

pathologic (CRP) 診断と呼ばれます。典型的な特発性間質性肺炎の診断正診率は高いと

されますが、いわゆる非典型的な間質性肺炎症例を多数あり、これらの患者さんにおいて

こそ MDD 診断は重要性です。しかし施設によっては間質性肺炎を専門とする臨床、病理、

放射線科医の不在により一般呼吸器科が診断をする事も多く、一般呼吸器内科医の下す診

断と専門医による MDD 診断が一致するのか検討した報告がありません。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】  

2020 年 3月 11 日 ～  2021年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は JR 東京総合病院 呼吸器内科 田中 健介のもと研

究終了後 3 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないように

個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 診療情報は JR 東京総合病院 呼吸器内

科 田中 健介医師へ ＣＤを記録媒体として郵送にて提供いたします。 

画像情報は関西ろうさい病院に送付・保管されます。病理試料が日本医科大学病理学に郵送

にて送付されバーチャルスライド化されたあとバーチャルスライドは日本医科大学病理学

に保管され、試料は試料提供施設（虎の門病院）に返送されます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、CTデータ、薬歴  

検体（試料）：外科的肺生検時の病理組織  

 

【研究代表者】  

JR 東京総合病院 呼吸器内科 田中 健介 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

分院呼吸器科・ 氏名 諸川納早 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 ・ 呼吸器センター内科 ・ 責任者名 宮本篤 

JR 東京総合病院 ・ 呼吸器内科 ・ 責任者名 田中健介  

関西ろうさい病院 放射線診断科 責任者名 上甲剛 

日本医科大学病理学 責任者名 寺崎泰弘 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、
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開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 3 月 31 日 までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  呼吸器科 ・ 氏名 諸川納早 

電話 044-877-5111(代表) 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院呼吸器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自分

やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 1 月 1 日 ～2016 年 6 月 30 日の間 に、 特発性間

質性肺炎 のために虎の門病院分院呼吸器科に入院・通院し、 外科的肺生検 を受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

臨床医・放射線科医・病理医による集学的検討（Multi-Disciplinary Diagnosis）における

間質性肺炎診断の一致性の検討 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 多施設より非典型的な間質性肺炎の症例を集積し、一般呼吸器内科医による診断と、専

門医による集学的検討による診断をそれぞれ比較し、本邦における間質性肺炎の診断の現

状を解析するとともに、診断が異なる間質性肺炎の特徴を解析することを目的とします。 

《研究に至る背景》 

特発性間質性肺炎の診断においては、臨床背景・胸部画像所見・病理組織所見をもとに、

臨床医、画像診断医、病理医による集学的検討により診断されることが、標準的診断とな

されており、Multi-disciplinary Discussion (MDD)診断、あるいは clinico-radiologic-

pathologic (CRP) 診断と呼ばれます。典型的な特発性間質性肺炎の診断正診率は高いと

されますが、いわゆる非典型的な間質性肺炎症例を多数あり、これらの患者さんにおいて

こそ MDD 診断は重要性です。しかし施設によっては間質性肺炎を専門とする臨床、病理、

放射線科医の不在により一般呼吸器科が診断をする事も多く、一般呼吸器内科医の下す診

断と専門医による MDD 診断が一致するのか検討した報告がありません。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】  

2020 年 3月 11 日 ～  2021年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は JR 東京総合病院 呼吸器内科 田中 健介のもと研

究終了後 3 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないように

個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 診療情報は JR 東京総合病院 呼吸器内

科 田中 健介医師へ ＣＤを記録媒体として郵送にて提供いたします。 

画像情報は関西ろうさい病院に送付・保管されます。病理試料が日本医科大学病理学に郵送

にて送付されバーチャルスライド化されたあとバーチャルスライドは日本医科大学病理学

に保管され、試料は試料提供施設（虎の門病院）に返送されます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、CTデータ、薬歴  

検体（試料）：外科的肺生検時の病理組織  

 

【研究代表者】  

JR 東京総合病院 呼吸器内科 田中 健介 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

分院呼吸器科・ 氏名 諸川納早 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 ・ 呼吸器センター内科 ・ 責任者名 宮本篤 

JR 東京総合病院 ・ 呼吸器内科 ・ 責任者名 田中健介  

関西ろうさい病院 放射線診断科 責任者名 上甲剛 

日本医科大学病理学 責任者名 寺崎泰弘 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、
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開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 3 月 31 日 までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  呼吸器科 ・ 氏名 諸川納早 

電話 044-877-5111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「自分ややご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2000 年 1 月 1 日～2019 年 5 月 31 日の間 に、 IgG4関連疾

患 のために虎の門病院呼吸器センター内科科に入院・通院し、 診断時に外科的肺生検 

を受けられた方 

 

【研究課題名】  

血清IgG4高値で肺組織にIgG4陽性細胞浸潤を認めた びまん性肺疾患の臨床・画像・

病理所見の検討 

【研究の目的・背景】   

 IgG4 関連疾患（IgG4-related disease：IgG4-RD）は血清 IgG4が高値で、唾液腺、

膵臓、胆管、腎臓、血管などに病変をきたす全身性疾患で、病変組織では IgG4 陽性細胞浸

潤と線維化がみられます。胸郭外臓器に IgG4 関連疾患の病変が認められる場合においては、

呼吸器病変に IgG4陽性細胞の浸潤がみられれば IgG4関連呼吸器病変と考えることがほぼ

可能となります。一方で、胸郭外病変に IgG4 関連疾患の病変を示唆する所見はないが、肺

組織に IgG4 陽性細胞浸潤がみられるのみの肺単独病変に関しては、一定の見解が得られて

いません。実際に特発性間質性肺炎（Idiopathic interstitial pneumonia(s):IIP(s)において

も肺組織に IgG4 陽性細胞浸潤がみられる症例も報告されているが、その実態は明らかでは

ありません。 

血清 IgG4高値かつ肺に IgG4 陽性細胞浸潤を認めるびまん性肺疾患において、臨床・画

像・病理所見の特徴を総合的検討（MDD; multidisciplinary discussion）を行い明らかに

することがこの研究の目的です。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 3 月 5 日 ～  2021 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院を含む多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する
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ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 呼吸器センター内科 宮本篤 のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 信州大学内科学第一教室へ ＣＤなど記

録媒体として、郵送にて提供いたします。病理組織スライドは日本医科大学解析人体病理

学教室へ郵送にて提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、心電図、CT データ、薬歴など 

検体（試料）：外科的肺生検時の病理組織  

 

【研究代表者】  

○山本 洋   信州大学医学部 内科学第一教室 准教授 （研究の統括）  

（信州大学医学部附属病院 呼吸器・感染症・アレルギー内科）   

 

【虎の門病院における研究責任者】 

呼吸器センター内科・宮本篤 

 

【利用する者の範囲】 

神奈川県立循環器呼吸器病センター（責任者：小倉髙志） MDD 診断の統括 

日本医科大学（責任者：寺崎泰弘） MDD 診断における病理診断 

旭中央病院（責任者：蛇澤晶）   MDD 診断における病理診断 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター（責任者：河端美則） MDD 診断における病理診断 

関西労災病院（責任者：上甲剛）  MDD 診断におけ画像理診断 

富山大学付属病院（責任者：松井祥子）MDD 診断における臨床診断 

自治医科大学（責任者：坂東政司）症例の登録 

京都大学（責任者：半田知宏）  症例の登録 

北野病院（責任者：山田翔）   症例の登録 

倉敷中央病院（責任者：有田眞智子） 症例の登録 

神戸市立医療センター 中央市民病院（責任者：富井啓介） 症例の登録 

福井大学（責任者：早稲田優子） 症例の登録 

伊勢赤十字病院（責任者：伊藤有平） 症例の登録 

九州大学病院（責任者：濱田直樹） 症例の登録 
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国際医療福祉大学（責任者：荒川伸人） 症例の登録 

神戸市立医療センター 西市民病院（責任者：富岡洋海） 症例の登録 

杏林大学（責任者：石井晴之） 症例の登録 

東京医科歯科大学病院（責任者：高澤聖子） 症例の登録 

浜松医科大学（責任者：堀池安意） 症例の登録 

埼玉医科大学（責任者：四宮俊） 症例の登録 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 3 月 までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  呼吸器センター内科・宮本篤 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2018 年９月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日の間に、硬膜動静脈瘻のために虎の門病院

脳神経血管内治療科に入院・通院し、Onyx 液体塞栓システムによる経動脈的塞栓を受けら

れた方 

 

【研究課題名】  

硬膜動静脈瘻に対する Onyx 液体塞栓システムを用いた経動脈塞栓術に関する多施設共同

登録研究（Onyx dAVF TAE Registry） 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 本研究の目的は硬膜動静脈瘻に対する Onyx 液体塞栓システムを用いた経動脈塞栓術に

よる血管内治療の安全性と有効性を明らかにすることにあります。 

《研究に至る背景》 

 Onyx液体塞栓システムは 2008年 9月に脳動静脈奇形の術前塞栓術に対する承認を得

て国内に導入されました。本システムは、硬膜動静脈瘻に対する経動脈塞栓術においてもそ

の有効性と安全性に関して多くの報告があります。特に従来の方法で根治を得ることが難

しい症例に対し、本システムを用いた経動脈塞栓術が急速に応用されるようになってきま

した。2012-2016 年にかけて行われた医師主導治験の結果をもとに、2018 年 4 月に

硬膜動静脈瘻に対する承認（硬膜動静脈瘻への適応拡大）を得ました。世界で初めて硬膜動

静脈瘻に対する承認を取得した本治療の安全性と有効性を検証するため、規制当局と相談

した結果、日本脳神経血管内治療学会が主体となって市販後の実施例の登録研究を行うこ

とになりました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 3月 4 日 ～  ２０２１年９月３０日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料はNPO 法人日本脳神経血管内治療学会 坂井信幸のもと

研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、NPO 法人日本脳神経血管内治療学会へ送付します。送付する

情報にはパスワードを付与しＣＤに保存し書留郵便で送付・別途パスワードはメールで送

付する等の個人情報保護措置を取ります。 

 

【利用する診療情報】  

患者識別記号(任意の記号番号)、実施医療機関、実施医(責任医 1 名)、年齢、性別、治療前

mRS(注：modified Rankin Scaleと呼ばれる、患者さんの生活自立度を示すデータです。

0-6 の尺度で評価し、数値が高くなるほど重症となります)、症候・症状、硬膜動静脈瘻の

部位、Borden 分類、Cognard 分類、治療日、Onyx 注入血管、使用システム、使用量(ml)、

Onyx TAE 以外の治療、手技に関するイベント、治療結果、複数セッションを行った場合の

概要、術後 30日までの脳卒中、術後 30日までの脳卒中以外のイベント、30日後のmRS、

180 日後のmRS、180日後画像診断(閉塞状態)、30 日以後のイベント 

いずれも日常診療の過程で取得した情報を利用します。 

 

【研究代表者】  

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 坂井信幸 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経血管内治療科 鶴田和太郎 

 

【利用する者の範囲】 

統計解析責任者 

宮越 千智 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研究推進センター 

 

プロトコル作成者 

石井 暁  京都大学 脳神経外科 

泉 孝嗣  名古屋大学 脳神経外科 

今村 博敏 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 
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桑山 直也 富山大学 脳神経外科 

坂井 千秋 兵庫医科大学 脳神経外科、臨床研究支援センター 

坂井 信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研究推進センター、脳神経外科 

杉生 憲志 岡山大学 脳神経外科 

松丸 祐司 筑波大学 脳神経外科、脳卒中予防医学講座 

 

【その他共同研究機関および研究分担医師】 

 「脳神経領域の液体塞栓物質を用いた塞栓術 実施基準」に該当し実施認定を受けてい

る施設、および実施医 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年 6 月 30 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経血管内治療科 ・ 鶴田和太郎  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、過去の臨

床研究で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の

対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情

報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くだ

さい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2014 年 6 月～2018 年 7 月の間に、睡眠中発症および発症時刻

不明の脳梗塞症で虎の門病院脳神経内科に入院し、「睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗

塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安全性に関する臨床試験（THAWS 試験）」に

参加された方 

 

【研究課題名】  

睡眠中発症もしくは発症時刻不明脳梗塞に対するアルテプラーゼ静注血栓溶解療法試験の

個別データ統合解析 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

国際共同で睡眠中発症もしくは発症時刻不明脳梗塞に対するアルテプラーゼ静注血栓溶解

療法の有効性と安全性を検討する 

《研究に至る背景》 

脳梗塞急性期に対するアルテプラーゼ静注療法は国際的に発症 4.5 時間以内の患者が適応

となります。起床時に脳梗塞を発症していた患者さんについては従来、就眠時刻などの最終

未発症が確認されている時刻をもって発症時刻としていました。従って、就眠中発症の脳梗

塞患者さんがアルテプラーゼ静注療法の適応となることはほとんどありませんでした。し

かし、最近の研究では起床時に脳梗塞が気づかれる患者さんの多くは早朝に発症している

ことが知られてきました。また、頭部 MRI の拡散強調像では脳梗塞が確認されても FLAIR

画像ではまだ脳梗塞の所見がみられない患者さんでは発症 4.5 時間以内の方が多いことが

別の研究で知られてきました。そこで「睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対す

る静注血栓溶解療法の有効性と安全性に関する臨床試験」において頭部 MRI 拡散強調像で

は脳梗塞が確認されても FLAIR 画像ではまだ脳梗塞の所見がみられない患者さんを対象に

アルテプラーゼの有効性を確認する試験が行われ当院からも患者さんに参加いただきまし

た。海外でも同様に試験が行われ頭部 MRI 画像をもとにしたアルテプラーゼ静注療法の有

効性を示す結果が徐々に得られてきています。しかし、個々の試験では患者数がそれほど多

くないため確実といえる結果には至っていません。そこで、睡眠中発症もしくは発症時刻不

明脳梗塞で FLAIR 陰性患者に対する臨床試験の統合解析を行い、同療法の安全性および有

効性を確認しようとする国際共同研究が企画されました。日本の患者さんの情報がなけれ
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ば得られた結果を日本人に当てはめてもよいかわからないことになります。そこで、日本で

実施された試験の情報も一緒に統合解析することとなりました。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019 年 12 月 19 日 ～  2023 年 3 月 31 日まで  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設国際共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究しています。学会や学術

雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 国立循環器病研究センター脳血管内科 担当医師  

古賀 政利 のもと論文発表後 １０年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わ

る記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【外部機関への研究データの提供】 

「睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安全

性に関する臨床試験」にて国立循環器病研究センターに提供し同センターで保管されてい

る上記匿名化診療情報をドイツ・ハンブルグ大学エッペンドルフ病院神経内科 Götz 

Thomalla 教授、フランス・リヨン市民病院統計学部門 Florent Boutitie 氏 へ 暗号化

し電子的配信にて提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 割付群、性別、年齢、発症時刻不明の理由（睡眠中発症、その他）、発症前情

報、登録時診察所見、脳卒中危険因子、既往症、合併症、発症前内服薬、血

液検査値、時間経過、頭部画像検査所見、治療内容、90 日後身体機能・生

命予後、有害事象、症候性頭蓋内出血の有無と詳細、頭蓋外大出血の有無、

重篤なアナフィラキシー、重篤な有害事象 

【研究代表者】  

共同研究の代表機関・研究代表者： 

 ドイツ・ハンブルグ大学エッペンドルフ病院神経内科 Götz Thomalla 教授 

 

国内の研究責任者：国立循環器病研究センター 脳血管内科 部長 古賀 政利 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経内科 上坂義和 

 

【利用する者の範囲】 
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主任研究者 ドイツ・ハンブルグ大学エッペンドルフ病院神経内科 Götz Thomall 教授  

統計解析担当 フランス・リヨン市民病院統計学部門 Florent Boutitie 氏 

各国責任者 メルボルン大学神経内科 Geoffrey A Donnan 教授、Stephen Davis 教授 

ハイデルベルグ大学神経内科 Werner Hacke 教授 

テキサス大学デルメディカル・スクール神経内科 

国立循環器病研究センター 脳血管内科 部長 古賀 政利 

       

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 ２０２０年３月３１日での間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じること

はありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経内科 上坂義和 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通

常の診療で得られた過去の診療記録や検査結果をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身やご家族の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

20１１年４月から 201９年６月に、虎の門病院呼吸器センター内科に細菌性肺炎で入院

加療を受けられた７５歳以上の方 

 

【研究課題名】  

肺炎を繰り返す後期高齢者のリスク因子に関する検討 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 呼吸器センター内科 髙田和典 

[研究代表者（研究統括責任者）]  

虎の門病院 呼吸器センター内科 髙井大哉 

 

【研究の目的】   

当院呼吸器センター内科に入院した肺炎患者を後ろ向きに検討し、反復した患者での背景

因子を検討します。リスク因子を同定することで今後の日常臨床に役立てられると考えま

す。 

 

【研究の背景】   

肺炎は日本人の死因で上位に位置し、そのほとんどが高齢者です。高齢者肺炎はしばしば反

復し、なおかつ難渋しやすいのが特徴です。超高齢社会を迎え、さらに今後も高齢者・後期

高齢者の割合が増えていく本国において、反復する肺炎を予防することが高齢者の健康の

維持のためにも肝要です。これまでにも、多くの臨床医が予防を試みながらも、肺炎を反復

していることが多いのが実情です。 

 



【利用する情報】  

診断名、年齢、性別、既往歴、処方歴、血液検査、画像検査、治療経過などを利用します。

いずれもすでにこれまでの治療経過で得られた情報を用いますので、これから新たに患者

さんに負担がかかることはありません。もしこのご案内をお読みになり、詳細な説明を希望

される場合には下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 2 月 14 日～202３年 3 月 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、特定の個人を識

別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や

学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、本研

究に関わる記録・資料は研究終了後 5 年間保存いたします。その後、個人が特定できる記

録や患者 ID との対応表などは破棄されます。個人が特定できない研究の解析結果は破棄さ

れません。本研究に関わる記録・資料の保管責任者は虎の門病院呼吸器センター内科 髙井

大哉となります。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究対象者の方とそのご家族の方で希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に

支障がない範囲内に限られますが研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができま

す。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、20２０年８月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 髙田和典/髙井大哉 電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた過去の診療記録や検査結果をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある

場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2014 年 4 月から 2019 年 4 月の間に、虎の門病院でインフルエンザと診断された間質

性肺炎患者さん 

 

【研究課題名】  

間質性肺炎患者における季節性インフルエンザ罹患の与える影響の後ろ向きの検討 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院による単施設研究 

 

【主任研究者】  

虎の門病院 医学教育部     中濱 洋 

【虎の門病院における責任者】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 宮本 篤 

 

【研究の目的】   

2014 年 4 月から 2019 年 4 月の過去５年間における当院で季節性インフルエンザの診

断となった間質性肺炎患者さんの急性増悪の発症頻度、死亡率、治療概要などについて後

ろ向きに観察し、今後の治療戦略の立案に役立てることを目的とします。 

 

【研究の背景】   

間質性肺炎の急性増悪は予後不良であることが知られていますが、季節性インフルエンザ

罹患による影響の報告は乏しく、明らかではありません。この研究を通してこれらの特徴

を明らかにしていきたいと思います。 

 

【利用する情報】  

診断名、年齢、性別、既往歴、処方歴、血液検査、呼吸機能検査、画像検査、治療経過な



どを利用します。いずれもすでにこれまでの治療経過で得られた情報を用いますので、こ

れから新たに患者さんに負担がかかることはありません。もしこのご案内をお読みになり、

詳細な説明を希望される場合には下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。 

 

【研究実施期間】  

2020 年 3月 4 日～2023 年 3月 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会

や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。また、

本研究に関わる記録・資料は 2028年 3月 31日まで保存いたします。その後、個人が特

定できる記録や患者 IDとの対応表などは破棄されます。個人が特定できない研究の解析結

果は破棄されません。本研究に関わる記録・資料の保管責任者は虎の門病院呼吸器センタ

ー内科 宮本篤となります。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究対象者の方とそのご家族の方で希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に

支障がない範囲内に限られますが研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができま

す。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究

対象としませんので、2020 年 4 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 宮本 篤  電話 03-3588-1111(代表) 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院リハビリテーション部および血液内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010 年 4月 1日 ～ 2016 年 12月 31日の間に、血液疾患

のために虎の門病院血液内科に入院・通院し、臍帯血移植を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 臍帯血移植を実施した患者の理学療法アドヒアランスの推移と入院期間の関連 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 臍帯血移植前後の理学療法アドヒアランスの推移および入院期間との関連を明らかにす

ること。 

 

《研究に至る背景》 

 がん患者さんは、がん関連性倦怠感や化学療法に伴う副作用等によって身体活動が制限

され、身体機能や筋肉量が低下することがよく知られています。したがって、筋力トレー

ニングや有酸素運動等の運動療法（理学療法）を治療前後で実施することで、身体能力等

の低下を予防、改善することが推奨されています。実際に、治療前後で運動療法（理学療

法）を実施することで筋力や持久力の維持、さらに合併症予防や生活の質の改善、入院期

間の短縮に有効であると報告されています。しかし、副作用等の様々な症状によって運動

療法（理学療法）を実施することが困難な場合も少なくなく、運動療法（理学療法）の実

施が制限されます。この運動療法（理学療法）の制限は、アドヒアランスの低下と言い換

えることができ、アドヒアランスの低下は運動療法（理学療法）の十分な効果が期待でき

ず、不十分な筋力の維持や入院期間の延長などに関連するとされています。つまり、アド

ヒアランスは、運動療法（理学療法）の効果を十分に得るために重要であり、その重要性

をより良く知ることは臨床現場での考察に有用であることが考えられます。しかし、臍帯

血移植患者における理学療法アドヒアランスの推移や入院期間中などのアウトカム（効果

の結果）との関連は明らかではありません。 

 

※1 アドヒアランスとは、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治

療を受けることです。 



 

 

2017.8 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 2月 27日 ～  2020年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院リハビリテーション部・中道健一のもと

研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供する予定なし。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴、看護記録、理学療法実施記録  

 

【研究代表者】  

リハビリテーション部：中道 健一 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

リハビリテーション部・中道 健一 

 

【利用する者の範囲】 

特に無し。      

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 8月 31日までの間に下記の相談窓口まで
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お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  リハビリテーション部・市川 雄大 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診

療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡

ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2016 年 7月 1 日 ～ 2018 年 12月 31日の間 に、脳動脈

瘤のために虎の門病院脳神経血管内治療科に入院・通院し、PIPELINE FLEX を用いた血管

内治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 Flow Diverter を用いた脳動脈瘤治療の効果と安全性に関する多施設共同登録研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

脳動脈瘤の患者さんを対象に、通常の診療で得られたデータを収集・解析することにより、

Flow Diverter（Pipeline Flex）を用いた血管内治療の効果および安全性を評価し、より安

全な治療法を確立することを目的としています。 

 

《研究に至る背景》 

2015 年に我が国で初めて Flow diverter が導入され、それまで行われていた外科治療及

び血管内治療では根治が困難であった脳動脈瘤に対して、Flow diverter を用いた治療が導

入されました。すでに 40 を超える施設で本治療が導入され、各施設の経験が蓄積されてき

たことを基盤に、日本メドトロニック社の依頼を受け、本邦における Pipeline Flex を用い

た脳動脈瘤治療の安全性と有効性を調査することになりました。この結果を Pipeline 導入

時に参考にされた海外からの主要な報告と比較することは意義深く、また次世代の機器開

発や導入に際して参考資料となることが期待できます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０２０年３月 11 日 ～ 2022年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】  

多施設共同研究  
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は神戸市立医療センター中央市民病院、脳神経外科、（保

管責任者；坂井信幸）のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究

に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、神戸市立医療センター中央市民病院へ、EDC システム（イン

ターネットを使い電子的にデータを収集するシステム）を用いて提供いたします。 

 

 

【利用する診療情報】  

・年齢、性別 

・脳動脈瘤の部位、大きさ 

・治療内容 

・治療結果 

・経過 

 

【研究代表者】  

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 坂井信幸 

住所：神戸市中央区港島南町 2-1-1 

電話：078-302-4321 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経血管内治療科 鶴田和太郎 

 

【利用する者の範囲】 

広南病院 血管内脳神経外科 松本康史 

筑波大学病院 脳神経外科 松丸祐司 

新潟大学病院 脳神経外科 長谷川仁 

順天堂大学病院 脳神経外科 大石英則 

愛知医科大学 脳血管内治療センター 宮地 茂 

名古屋大学病院 脳神経外科 泉 孝嗣 

富山大学病院 脳神経外科 桑山直也 
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京都大学病院 脳神経外科 石井 暁 

岡山大学病院 脳神経外科 杉生憲志 

九州大学病院 脳神経外科 飯原弘二 

他（別紙 Flower Japan 参加施設 参照） 

 

 

【研究の資金について】 

本研究は、主任研究者の所属機関（独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター

中央市民病院）と日本メドトロニック社の契約に基づき、企業の資金提供を受けて実施され

ますが、企業は研究の計画、解析に関与しません。この費用負担が、主任研究者、実施医療

機関、研究責任医師および分担医師に対して、日本メドトロニック社の製品の購入、使用、

推薦または使用の手配、その他有利な取り扱いを誘引する意図がないことを相互に確認し

ています。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経血管内治療科 ・ 鶴田和太郎 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



研究内容説明書 ： 診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院リハビリテーション部言語聴覚科では、以下の臨床研究を実施しております。この研

究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、または，この研究に「自分

や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご

連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2015年 1月 1日 ～ 2019年 4月 30日の間 に、失語症のために虎の

門病院脳神経内科，または脳神経血管内治療科に入院し、リハビリテーションの言語聴覚療法を

受けられた方 

 

【研究課題名】  

失語症を呈した方の全般的知的能力を測定するための立方体透視図模写課題の可能性

について 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

失語症のリハビリテーション計画を立案し，訓練を効果的に進めるためには，言語評価の他に，

その方の備えている全般的知的能力も適切に把握しておく必要があります．本研究では，非言語

的検査である立方体透視図模写課題とその定量的測定方法が失語の方々の全般的知的能

力を評価するのに有用であるかを検討することを目的としています． 

《研究に至る背景》 

立方体透視図模写課題は非言語課題であり，短時間で実施可能であるため，全般的知的

能力を簡便に測定する検査として，臨床現場では，高齢者，高次脳機能障害（認知症，失語

症など）患者を対象に，広く用いられています．従来，その解釈は，通常，定性的（検査結果

に対して量的な点数を出さない）に行われてきましたが，作田ら(2016)は，認知症者を対象に

この立方体透視図模写課題の定量的測定（検査結果に対して量的な採点結果を出す）を行

い，その方法は認知症の症状の程度を把握できるものとして高い信頼性と妥当性を得ることが

できました．失語症を呈した方を対象としたこのような検討は，我が国において，当方研究者

が調べた範囲では確認できませんでした．もし，失語症を呈した方にとってもこの採点方法が

有用であるならば，簡便な方法で全般的知的能力をより適切に評価することができ，リハビリテ

ーションに役立てられます． 

＜文献＞ 

作田浩行他．軽度認知障害および認知症者における立方体透視図模写課題の定量化の試み

―信頼性と妥当性の検討―．神奈川県作業療法研究 6, 13-20, 2016. 
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【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 3月 31日 ～  2021年 3月 31日（研究終了日）  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

（昭和大学保健医療学部作業療法学科，および虎の門病院リハビリテーション部言語聴覚科） 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することが

できないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表す

る際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は，昭和大学保健医療学部作業療法学科においては古賀誠

（個人情報管理責任者）管理のもと作田浩行（研究責任者）が，また，虎の門病院リハビリテーショ

ン部言語聴覚科においては村上実穂（個人情報管理責任者）が研究終了後 5 年間保管いたし

ます。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は，昭和大学および虎の門病院の個人情報

管理責任者のもと，その時点での規定に従って復元不可能となる方法で廃棄いたします。そして，

その内容を，研究責任者と研究機関の長へ文書で報告いたします． 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は，虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号

等におきかえた上で、 紙ベースのデータと電子データ（パスワード管理された記録媒体使用）を

昭和大学保健医療学部作業療法学科へ，厳重管理の下，直接手渡しで提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

・検査結果（立方体透視図模写課題，レーブン色彩マトリックス検査） 

・患者プロフィール（年齢，性別，失語症原因疾患，失語症状－タイプと重症度－，意識レベル，

利き手，筆記使用手） 

 

【研究代表者】  

昭和大学保健医療学部作業療法学科（主研究者所属施設） 作田浩行 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経内科 上坂義和 

 

【利用する者の範囲】 

昭和大学保健医療学部作業療法学科 作田浩行（研究企画と統括責任，データの分析と考察，
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情報管理） 

昭和大学保健医療学部作業療法学科 増山英理子（データの分析と考察） 

昭和大学保健医療学部作業療法学科 古賀誠（情報管理） 

 

＊ 本研究に関して，研究資金源の受け入れはなく，また，必要としません． 

＊ 研究機関および研究に関わる全ての者に関して，利益相反に該当する状況はありません． 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲

内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、 2020年 7月 30日 までの間に下記の相談窓口までお申し出く

ださい。この場合も，診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありませ

ん。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 リハビリテーション部 言語聴覚科 村上実穂  

連絡先： 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2 電話 03-3588-1111（代表） 



研究内容説明書 ： 診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院リハビリテーション部言語聴覚科では、以下の臨床研究を実施しております。この研

究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018年 1月 1日 ～ 2019年 11月 30日の間に、虎の門病院に入院し、

リハビリテーション言語聴覚療法を受けられた方 

 

【研究課題名】  

標準失語症検査「まんがの説明」にみられた文発話障害の分析 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

文発話障害の評価と訓練に役立てることを目的に，英国で開発された Comprehensive Aphasia 

Test（2004）の一課題である情景画説明課題の採点方法（A:情報の適切さと正確さ，B:文法的多

様性，C:文法的正確さ，D:発話テンポ）と日本語話者に関する先行研究（土橋, 2005）を参考にし

て，失語症者から得られた標準失語症検査「まんがの説明」の文発話資料（書き起こし文字データ

－既存情報－）を定量的に分析し（出現頻度を算出した上で段階評価採点を実施），日本語話者

における文発話障害の特性と障害段階を検討いたします． 

《研究に至る背景》 

我が国において，日常臨床場面での標準的な失語症検査は，「標準失語症検査(SLTA)」

(1974 年作成)であり，文発話に関しては，この検査の項目の一つである「まんがの説明」課題

を用いて評価を実施しています．この検査が開発された当時，文発話障害の障害構造，障害

要因に関する論議が深められておらず，また，発話資料に基づいた実証的研究も実施されて

いなかったため，失語症者の文発話に関する評価方法は情報伝達の側面に重きをおいた大

まかなものでした． 

その後，1990 年代に主に欧米において，印欧語話者の発話資料に基づいて文発話障害

に関する実証的な研究が行われるようになり，我が国においても，日本語の発話資料に基づ

いて研究が進められるようになりました．また，英国では 2004 年に失語症の総合検査である

Comprehensive Aphasia Testが開発され，その中で文発話評価は上述のように情報面だけで

なく，文法面に関しても細かい観点をおいた採点方法をとっています．この方法を用いて標準

失語症検査「まんがの説明」でみられた発話内容をより詳しく分析すれば，言語聴覚士は文発

話障害の特性や障害段階にそくした訓練内容を計画することができ，リハビリテーションに役
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立てられると考えられます． 

＜参考文献＞ 

・日本高次脳機能障害学会編，標準失語症検査マニュアル，新興医学出版社，1974. 

・岩田まな，佃一郎．，SLTA まんが説明の評価基準について 健常成人と失語症との比較:

―健常成人と失語症との比較―,278-286，1991． 

・Swinburn K. Porter G. & Howard D., Comprehensive Aphasia Test Manual, Psychology 

Press, 2004. 

・土橋 三枝子．失語症者の文発話障害と発話分析．109-115，2005． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 3月 19日 ～  2021年 3月 31日（研究終了日）  

 

【単独／共同研究の別】 

単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することが

できないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表す

る際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

本研究に関わる記録・資料は，虎の門病院リハビリテーション部言語聴覚科 村上実穂（個人情

報管理責任者）が研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は，虎の門病院の個人情報管理責任者のもと，その時点での規定に従って復元不可能となる

方法で廃棄いたします。そして，その内容を研究責任者と研究機関の長へ文書で報告いたしま

す． 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：  

・標準失語症検査「まんがの説明」の発話資料（書き起こし文字データ－既存情報－）と段階評

価得点（標準失語症検査の評価規定から得られた得点） 

・患者プロフィール（年齢，性別，失語症原因疾患，失語症状－タイプ，重症度－，意識レベル，

利き手） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経内科 上坂義和 

 

＊ 本研究に関して，研究資金源の受け入れはなく，また，必要としません． 

＊ 研究機関および研究に関わる全ての者に関して，利益相反に該当する状況はありません． 
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【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲

内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、 2020年 6月 30日 までの間に下記の相談窓口までお申し出く

ださい。この場合も，診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありませ

ん。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 リハビリテーション部 言語聴覚科 村上実穂  

連絡先： 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2 電話 03-3588-1111（代表） 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2013年 9月 1日 ～ 2020年５月 3１日の間に、下垂体腺腫

のために虎の門病院間脳下垂体外科で手術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

先端巨大症の臨床形質形成にかかわる遺伝子異常の探索 

 

【研究の目的・背景】 

 先端巨大症は成長ホルモン産生下垂体腫瘍によって引き起こされ肝臓からの IGF-1 の産

生を亢進させます。過剰な成長ホルモンと IGF-1 は特有の顔貌や四肢末端の肥大とともに

高血圧、糖尿病、悪性腫瘍などの合併症を引き起こします。近年先端巨大症の病態形成にか

かわる遺伝子として GNAS 遺伝子, AIP 遺伝子などの遺伝子異常の関与が指摘されていま

す。また、たとえば GNAS 遺伝子変異がある成長ホルモン産生腫瘍は小さいことが多く、

手術治療や薬物治療の効果が得られやすいなどといった、遺伝子異常と臨床形質の関連に

ついても近年報告されていますが、いまだ議論の余地があります。 

 本研究は、先端巨大症におけるさまざまな遺伝子における変異、構造異常、コピー数を解

析し、各遺伝子異常と、成長ホルモンの値、腫瘍の大きさ、負荷試験への反応性、治療効果

といった臨床形質との関連性を検討し、また他のホルモンを産生する下垂体腺腫と比較す

ることで、成長ホルモン産生下垂体腫瘍形成の分子機構を解明することを目的としていま

す。 

  

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 6月 5日 ～ 2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌
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等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院では 間脳下垂体外科 西岡宏 のもと、

千葉大学では 大学院医学研究院分子病態解析学 田中知明のもと研究終了後 5 年間保

管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄

します。また、検体（試料）は研究期間終了後に廃棄されます。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等におきかえたうえで、情報にはパスワードをつけて千葉大学大学院

医学研究院分子病態解析学 へ郵送で提供いたします。 

提供された情報・試料の所有権は提供された施設に移りますため、提供された情報・試料は

保管期間中に別の新しい研究に利用される場合や、提供先の施設が共同研究を行っている

別の施設へと提供される可能性もありえます。その場合もその試料や情報が誰のものであ

るかの情報（対応表）は虎の門病院で管理し、提供先の施設へは送られず、匿名化されたま

ま利用されます。新たな研究での利用目的、手順等については、その都度倫理審査を経たう

えで、研究を開始する時点で通知又は公開を行います。通知、公開の方法は、その研究計画

と審査結果に従います。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、MRI画像データ、薬歴など  

検体（試料）： 腫瘍組織保存検体、保存血清  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 間脳下垂体外科 西岡宏  

 

【利用する者の範囲】 

千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学 田中知明 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族が診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了

承いただけない場合には研究対象といたしませんので、2020 年 10 月 3１日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の
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皆様に不利益が生じることはありません。また、2020 年 10 月 3１日以降においても他

の研究に使用してほしくない場合には研究終了までに申し出ることが可能です。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  間脳下垂体外科 福原紀章  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1999 年 1 月 1 日～2016 年 3 月 31 日の間に、虎の門病院血液内科に入院・通院し原

発性骨髄線維症と診断された方 

 

【研究課題名】  

本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

骨髄線維症の患者さんは、患者さんの数が少ないため、どのような患者さんが、その後病

状が進行していくのか、その時点でどの治療法を選択すべきか、わが国では、はっきりと

したデータがありません。欧米では、予後予測モデルが提唱され、患者さん個人のリスク

因子によって、治療法の選択がされています。本研究の目的は、原発性骨髄線維症の臨床

像について、その実態を調査し、わが国における原発性骨髄線維症患者さんの予後因子を

明らかにして、治療法選択の判断基準を確立したいと考えています。 

《研究に至る背景》 

原発性骨髄線維症は、血液のもとである造血幹細胞の異常によって、骨髄内の赤血球、白

血球，血小板前駆細胞が様々な程度に異常増殖をきたし、骨髄が線維化を起こすまれな疾

患です。診断後の経過は、患者さんによって様々ですが、診断からの生存期間は、平均 3-7

年といわれています。自覚症状や貧血が軽度のときは、無治療で経過をみますが、脾腫や

貧血などの症状があれば、治療を行います。現時点で唯一、治癒をもたらしうる治療法は、

同種造血幹細胞移植ですが、移植関連死亡率も高く、造血幹細胞移植を行うかどうかは、

慎重な判断が必要です。また、最近では、JAK2 阻害薬、ポマリドマイドなどの新規薬剤

の臨床試験が行われており、今後、実地診療への導入が期待されています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 14 日 ～ 2023 年 5 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は九州大学大学院医学研究院病態修復内科学分野 教授 

赤司浩一のもと研究終了後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、九州大学病院血液・腫瘍・心血管内科へ症例調査票を郵送で

提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、診断に関する情報（診断根拠、診断日、発症時期、JAK2 遺伝子変異の有

無、症状、理学所見）、検査所見に関する情報（画像診断所見、臨床検査値、血液細胞染

色体分析、骨髄検査所見）治療内容に関する情報（薬剤、輸血、脾摘、造血幹細胞移植な

ど）、臨床経過に関する情報（生存期間、無増悪生存期間など） 

 

【研究代表者】  

九州大学大学院医学研究院病態修復内科学分野 准教授･宮本敏浩 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

血液内科・部長 内田直之 

 

【利用する者の範囲】 

日本血液学会認定研修施設 約 500施設（ホームページURL:http://www.jshem.or.jp/ ） 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま
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でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  血液内科 ・ 高木伸介  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０20 年 1 月２０日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、虎の門

病院血液内科に入院・通院し、同種移植後に再発した急性骨髄性白血病に対し加療された方 

 

【研究課題名】  

同種移植後に再発した急性骨髄性白血病に対する再移植の有効性に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

同種移植は化学療法抵抗性の急性骨髄性白血病に対して完治を望める唯一の治療法です。

しかし、同種移植を行っても４割近くの患者が再発しており、同種移植後の再発に対する治

療法の確立が急務です。臍帯血移植は多くの患者に適切な時期に移植医療を提供できる上、

白血病を治す能力が他の同種移植よりより高いとの報告もあり、同種移植後に再発した急

性骨髄性白血病に対する治療手段として有望視されてきました。しかしながら、臍帯血移植

も含め再移植は、再移植に伴う合併症で死亡する割合である非再発死亡(Transplant-

related mortality; TRM)が５０％と高い事が大きな問題であり、十分な治療効果が得られ

ておりません。近年、初回の同種移植では、移植後の免疫の回復の仕方で非再発死亡が影響

を受けている事がわかってきています。この研究では、同種移植後に再発した急性骨髄性白

血病の治療経過を検討する事により、再移植の有用性、特に臍帯血移植の有用性を検討する

事を目的とします。また、移植後の免疫再構築を検討する事により、再移植の非再発死亡を

低減する治療法を作成する事を目的とします。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020 年 3 月 31 日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 内田直之のもと 2025 年３月３

１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X 線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 内田 直之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２０年６月

３０日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 湯淺 光博・内田 直之 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、虎の門

病院血液内科でホジキンリンパ腫に対して造血幹細胞移植を施行し、移植前後に免疫チェ

ックポイント阻害剤(抗 PD-1抗体薬)で加療を行った 20歳以上の方 

 

【研究課題名】  

ホジキンリンパ腫の造血幹細胞移植症例における免疫チェックポイント阻害剤(抗 PD-1 抗

体薬)の意義に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

ホジキンリンパ腫は化学療法で治す事が期待できる比較的予後良好な悪性リンパ腫ですが、

化学療法が効かないホジキンリンパ腫では同種移植を用いても治す事は困難であるとされ

ています。近年、ブレンツキシマブ ベドチンやニボルマブなどの新規薬剤の有効性が示さ

れており、治療成績の向上が期待されていますが、新規薬剤も効果が乏しいホジキンリンパ

腫に対しては依然同種移植が行われています。一方で、ニボルマブに代表される免疫チェッ

クポイント阻害薬(抗 PD-1 抗体薬)は免疫反応のブレーキを解除する薬の特性上、同種移

植前後に使用すると、移植後の免疫反応が強く起こる可能性が考えられていますが、詳しく

は分かっていません。今回、我々は当院で免疫チェックポイント阻害剤(抗 PD-1 抗体薬)

を造血幹細胞移植前後に使用した方の治療経過を検討する事により、免疫チェックポイン

ト阻害剤(抗 PD-1 抗体薬)の造血幹細胞移植に与える影響を明らかにする事を目的としま

す。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020年 3月 31日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 山本 豪のもと 2025 年３月３

１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 山本 豪 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２０年６月

３０日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 湯淺 光博・山本 豪 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０20年 1月１5日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２００８年１月１日 ～ ２０１８年１２月３１日の間に、虎の門

病院血液内科に入院・通院し、濾胞性リンパ腫と診断された方 

 

【研究課題名】  

濾胞性リンパ腫における PET-CT検査を用いた予後予測方法の確立に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

濾胞性リンパ腫は低悪性度リンパ腫の代表的疾患です。近年、新規薬剤の登場により、治療

選択肢が増えて来ています。一方で、その臨床経過は治療せずに経過を見られるものから、

発症した早期から臓器障害をきたし致死的となるものまで様々であり、予想されるリンパ

腫の予後に応じて治療選択を行う事は出来ていません。この研究では、従来からの予後予測

として幅広く使われている FLIPI や FLIPI2（濾胞性リンパ腫の国際予後予測指標）に加え

て、近年提唱されている PET-CT検査を用いた予後予測方法を組み合わせる事により、よ

り最適な予後予測方法を作成する事を検討します。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020 年 3月 31 日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 山本 豪のもと 2025 年３月３



2017.8 

 

１日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 山本 豪 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２０年６月

３０日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 湯淺 光博・山本 豪 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科、呼吸器センター内科／外科、皮膚科、泌尿器科、病理部では、以

下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるもの

です。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方

の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）

を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くださ

い。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2007 年 4 月 1 日 ～ 2019 年 5 月 31 日の間に、肺癌、悪

性黒色腫、腎癌のために虎の門病院 臨床腫瘍科、呼吸器センター内科／外科、皮膚科に入

院・通院し、手術もしくは生検を受けられた方 

 

【研究課題名】  

がんにおける分子標的タンパク質の発現と Tumor Infiltrating Lymphocyte (TIL) を含

めた Tumor microenvironment の病理組織学的解析 

 

【研究の目的・背景】   

がんに対する免疫療法による抗腫瘍効果のメカニズムを解明すること 

近年、様々な分子を標的とした分子標的療法や PD-L1、 PD-1 など免疫効果を調節する

タンパクを標的としたがん免疫療法などが複数開発され、様々ながんにおいてその有効

性が示されています。一方で、これらの治療法では十分に治療効果が得られないがんも

あり、これらのがんに有効な新たな分子標的に対する治療法が必要とされています。分

子標的療法やがん免疫療法の治療効果は、がん細胞自身が持つ標的となるタンパク質の

ほか、がん細胞周囲に存在する免疫細胞（これらを総称して“腫瘍浸潤リンパ球

（Tumor infiltrating lymphocyte (TIL)”と呼ばれています）はじめとした腫瘍微小環

境（tumor microenvironment と呼ばれています）に影響を受けることが知られていま

す。本研究では、近年着目されている新しい分子標的として注目されている B7-H3タ

ンパクなどの候補タンパクの発現と、その治療ターゲット候補とされている胃癌、乳

癌、腎癌、肺癌、悪性黒色腫の腫瘍微小環境との関係について、がんの病期や進行度な

ど様々な因子や現在すでに用いられている分子標的タンパクの発現などのデータととも

に解析したいと考えています。 

本研究では、病理検査に提出された乳癌切除検体、胃癌切除検体、腎癌の原発巣、転移・再

発巣、肺癌の原発巣および転移・再発巣、悪性黒色腫の原発巣および転移・再発巣の生検お

よび切除検体において、B7-H3などのがんの発症や進展にかかわる分子標的治療ターゲッ



2017.5.31 

 

トの発現や腫瘍浸潤リンパ球などについて解析します。本研究の直接の目的は、癌細胞およ

び免疫細胞における分子標的治療ターゲットの発現とそこに集まってきている免疫細胞に

関する基礎情報を集めることです。この基礎情報を踏まえ、東京医科歯科大学としては、が

んにおける免疫療法による抗腫瘍効果のメカニズム研究に発展させたいと考えています。

また第一三共グループは将来的に、B7-H3 などの分子標的薬や免疫療法薬を中心としたよ

り効果的な薬剤の選択および併用薬の使用等の研究に繋がることを期待しています。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 5月 28 日 ～ 2021 年 3 月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる試料や情報は、東京医科歯科大学包括病理学分野（研究代表者：北川

昌伸）、第一三共株式会社バイオマーカー推進部（保管責任者：村上雅人）、第一三共 RD

ノバーレ株式会社トランスレーショナル研究部（保管責任者：長澤康男）、虎の門病院病理

部（保管責任者：高澤豊）のもと研究終了後 10年間保管いたします。保管期間終了後、本

研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえたうえで、東京医科歯科大学包括病理学分野、第一三共 RD ノバー

レ株式会社トランスレーショナル研究部へ、薄切スライドを郵送で提供いたします。 

診療情報についても虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わ

りのない番号等におきかえたうえで、東京医科歯科大学包括病理学分野、第一三共株式会社

バイオマーカー推進部、第一三共 RD ノバーレ株式会社トランスレーショナル研究部へ、

ＣＤなど記録媒体を郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：年齢、性別、病理診断、疾患名、転帰(予後)など 

検体（試料）：病理組織 
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【研究代表者】  

東京医科歯科大学包括病理学分野：北川昌伸、山本 浩平  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 三浦裕司   

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

東京医科歯科大学 包括病理学分野 

研究代表者 北川 昌伸 

研究責任者 山本 浩平 

虎の門病院 臨床腫瘍科 

共同研究機関 研究責任者 三浦 裕司 

第一三共 RDノバーレ トランスレーショナル研究部 

共同研究機関 研究責任者 長澤 康男 

第一三共株式会社 バイオマーカー推進部 

共同研究機関 研究責任者 村上 雅人 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、2020 年 10 月 31 日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 ・ 三浦裕司  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2017年 2月 1日 ～ ２０１9年１２月３１日の間に、B型慢

性肝炎または肝硬変のために、他の B 型肝炎治療薬の効果が不良もしくは以前内服された

ことがあって、テノホビルアラフェナミド（商品名：ベムリディ）の使用を虎の門病院ま

たは虎の門病院分院で受けられた方。かつ、以前に保存血清に関しての同意を取得させて

いただいている方。 

 

【研究課題名】  

 B 型慢性肝疾患に対するテノホビルアラフェナミド療法における HBV 薬剤耐性変異と

治療効果との関係  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 B 型慢性肝疾患（慢性肝炎、肝硬変）に対する治療のひとつとして、2000 年 12 月

以降核酸アナログ製剤であるラミブジン（ゼフィックス）治療が開始されました。しかし、

長期使用の場合多くの患者さんでラミブジン耐性ウイルスが出現しその後肝炎の再燃を認

めました。そこで 2004年 12 月よりラミブジン耐性ウイルスに効果がある核酸アナログ

製剤のアデホビル（ヘプセラ）が保険適用になりラミブジン耐性ウイルスによる肝炎に対

してアデホビルとラミブジンの併用療法が広く行われています。この併用療法は高い有効

率をみとめウイルス（HBV DNA）の陰性化やALT値の正常化が得られています。しかし

一部の患者さんでは HBV DNA量が十分低下せずに経過しています。また 2006年 9月

よりエンテカビル治療が開始され、それまでに核酸アナログ未治療の症例やラミブジンか

らエンテカビル（バラクルード）に切り替えた患者さんで、高い効果を認めていますが、

やはり一部の患者さんではHBV DNA量が十分低下せずに経過しています。テノホビルジ

ソプロキシルフマル酸塩（TDF、商品名テノゼット）は 2014年 5月より使用可能になっ

た新規の核酸アナログ製剤です。TDF は核酸アナログ未使用の患者さんに対してエンテカ

ビルと同等の抗ウイルス効果を示すとともに、ラミブジン、アデホビルおよびエンテカビ

ル耐性ウイルス出現や不応の患者さんに対しても抗ウイルス効果を示すことが報告されて

います。テノゼットは一部の方で腎機能への影響が分かってきたため、腎機能への影響を

軽減した改良型の薬剤であるテノホビルアラフェナミド（TAF、商品名ベムリディ）が
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2017年 2月より使用可能となり、現在多く患者さんに内服されています。しかし、TAF

使用前のラミブジン、アデホビルやエンテカビルの耐性ウイルスのタイプと長期的な治療

効果についても明らかになっていません。 

 そこでラミブジン、アデホビルおよびエンテカビル耐性ウイルス出現や不応、もしく

は過去にこれらの薬剤を服用したことがある患者さんにおいて、これらの耐性ウイルスの

タイプとベムリディの治療効果との関係について検討することを目的としています。 

 この研究においては、耐性ウイルスの遺伝子を解析するために、既に保存させていた

だいています採血の一部（血清）を用いて耐性ウイルスを測定させていただきます。保存

血清に関しましては、以前保存についての同意を取得させていただいております。 

《意義》 

耐性ウイルスの有無や種類と治療効果の関係が明らかになれば、TAF の効果不良例の対

策の手がかりとなる可能性があります。 

《研究に至る背景》 

TAF についての耐性ウイルスを有する症例の治療効果は不明であるため、この研究を

立案しました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 7月 13日 ～  2025年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院肝臓内科 鈴木文孝 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 診療情報・検体（試料）の持ち出し先：

虎の門病院分院肝臓内科へ 方法：送付する情報をパスワードを付与したＣＤに保存し、

研究責任者または分担者が直接研究事務局に持参し、個人情報管理責任者に直接手渡しし

ます。保存血清は凍結された状態で、日頃の診療検体と同様に本院から分院に輸送し、研

究事務局所有の施錠されたフリーザー内に保管します。 
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【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等 

検体（試料）： 血液（血清）  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 ・肝臓内科 ・鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木義之  

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 ・鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院および虎の門病院分院 肝臓内科  

測定機関名 虎の門病院分院  ・ 肝臓内科 鈴木文孝 

       

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、 2025年 1月 31日 までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    所属科名 ・ 鈴木 義之  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  所属科名 ・ 保坂 哲也 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1963 年 10月 1 日 ～ 2018 年 12 月 31 日の間 に、C 型

非代償性肝硬変のために虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科に入院・通院し、

経過観察もしくは抗ウイルス治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

C 型非代償性肝硬変症例における長期予後の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

  C 型慢性肝疾患に対する直接作用型経口抗ウイルス薬を用いた治療である IFN-free 

経口DAAs治療は、2019 年に非代償性肝硬変症例まで治療適応が拡大されました。一方

で、今後は非代償性肝硬変症の患者さんがウイルス排除し得た後の長期的な予後を評価し、

ウイルスを排除することの有用性を明らかにすることが重要となっています。そこでこの

研究では Child-Pugh B および C の非代償性肝硬変症の患者さんを対象に、肝発癌率、

Child-Pugh score の変化、肝合併症の発生率、死亡率および死因を明らかにすることに

より長期的な予後を検討し、抗ウイルス療法によって予後が改善するかどうかを検討する

ことを目的としました。 

《意義》 

虎の門病院および虎の門病院分院の C 型慢性肝疾患の患者さんは観察期間が 10 年以

上と長期間におよぶ患者さんが多いため、この研究によって非代償性肝硬変症の患者さん

の自然経過および抗ウイルス治療によるウイルス排除後の長期予後に対する影響が判明し、

今後さらに増加する C 型慢性肝疾患のウイルス排除の患者さんをフォローアップする上で

の参考材料となり得ると考えます。 

《研究に至る背景》 

本邦における C 型非代償性肝硬変症の患者さんの長期的な予後および抗ウイルス療法

である IFN-free DAAs 治療を行うことが患者さんの肝発癌および長期予後にどのように

影響するかを評価した研究はないため、この研究を立案しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  
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2020 年 8月 6 日 ～  2025年 3月 31 日 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科部長鈴木文孝のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえでパスワードを付与した CD に保存し、虎の門病院分院へ提供い

たします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院・ 肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木義之 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院及び虎の門病院分院 肝臓内科         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、
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開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 044-877-5111(代表) 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2013 年 3 月 1 日 ～ 2015 年 8 月 31 日の間に、脳出血急

性期で虎の門病院脳神経外科に入院し、「急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施

設共同無作為化臨床試験（ATACH2）」に参加され、手術を受けず点滴による血圧コント

ロールによる治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

日本人脳出血患者における適切な超急性期降圧療法の探求：SAMURAI-ICH 研究と

ATACH2試験の個別データ統合解析 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

SAMURAI-ICH 研究とATACH2 試験の日本人登録患者の個別患者情報を統合して、脳出

血患者における急性期降圧の至適目標レベルを解明します。 

《研究に至る背景》 

発症して間もない脳出血急性期において積極的に血圧を下げて治療をした方がよいのか、

標準的に血圧を下げて治療を行った方がよいのかについて、今までいくつかの臨床試験が

行われました。しかしそれぞれの臨床試験の結果に差があり、強い推奨を得るには至って

いません。そこで研究方法が概ね同じ二つの臨床試験の情報を統合することにより、日本

人脳出血患者における急性期の血圧コントロールの目標レベルを高い信頼性で解明するこ

とが期待できると考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6月 9 日 ～  2022年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌
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等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 原貴行のもと研究終了報告日より 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験（ATACH2）に

参加された際に、診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 国立循環器病研究センターへ提供されて

います。その情報と、別の臨床試験（SAMURAI-ICH）を用いて解析を行います。 

 

【利用する診療情報】 新たに提供する情報はありません。すでに提供してある以下の情

報を元に解析を行います。 

診療情報：   性別、年齢（生年月日）、危険因子、既往疾患、嗜好、発症前日常生活

指標(mRS)、発症～登録時刻、登録時神経学的重症度（NIH Stroke Scale）、

意識レベル（Glasgow Coma Scale）、登録時血圧（収縮期・拡張期）、

登録時頭部 CT 所見（血腫部位、血腫サイズ、脳室穿破）、24時間後頭部

CT所見、登録後24時間の血圧レベル推移、90日後日常生活指標（mRS）、

90 日後死亡、有害事象 

 

【研究代表者】  

国立循環器病研究センター ・ 副院長 ・ 豊田一則  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経外科 部長  原 貴行  

 

【利用する者の範囲】 

中村記念病院 脳神経外科 上山 憲司 

広南病院 脳血管内科  矢澤 由加子 

杏林大学 脳神経外科  塩川 芳昭 

聖マリアンナ医科大学 神経内科 長谷川 泰弘 

国立病院機構名古屋医療センター 神経内科 奥田 聡 

神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター 坂井 信幸 

川崎医科大学 脳卒中医学 八木田 佳樹 

国立病院機構九州医療センター 脳血管内科 岡田 靖 

虎の門病院 脳神経外科 原  貴行    

岐阜大学 脳神経外科 岩間 亨     

東京都済生会中央病院 神経内科 星野 晴彦    
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聖マリアンナ医大 東横病院 脳卒中科 植田 敏浩    

慶應義塾大学 神経内科 中原 仁     

 

米国サウスカロライナ大学 生物統計学教室 Yuko Y Palesch 教授  

米国ミズーリ大学 臨床神経学教室 Adnan Qureshi 教授 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、2020 年 8 月 31 日 までの間に下記相談窓口

までご連絡ください。 

しかし本研究の元となるこのATACH-2 のデータはすでに公表されており、患者さんが

今回の研究参加を拒まれた場合にもそのデータは削除できない状況にあることをご了承く

ださい。 

この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありませ

ん。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経外科 ・原 貴行 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

第 1.0 版 2020 年 1 月 16 日 

第 1.1 版 2020 年 5 月 11 日 

第 1.2 版 2020 年 6 月 4 日 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院放射線科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいはご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

当院において 2019 年 5 月から 2020 年 12 月までに、骨シンチグラフィ、副甲状腺シ

ンチグラフィ、肝受容体シンチグラフィ、ソマトスタチン受容体シンチグラフィを受けられ

た方 

 

【研究課題名】  

SPECT-CT 装置を用いた Standardized uptake value（SUV）についての検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

SPECT-CT 装置を用いて撮像された画像から Standardized uptake value

（SUV：エスユーブイ）というトレーサー集積程度を示す半定量値を算出して、SUVの

再現性や臨床的有用性を調べます。 

 

《研究に至る背景》 

近年 SPECT-CT 装置やコンピュータ性能の向上により、SPECT-CT 画像において

もトレーサーの集積程度を半定量的に示す SUV が算出できるようになりました。この

SUV は以前より PET-CT において病期診断や治療効果判定など様々な有用性が報告さ

れてきました。一方で SPECT-CT の SUV は骨シンチグラフィなどで有用性が報告され

ていますが、他の検査における報告は多くありません。本研究では当院で撮像された

SPECT-CT 画像の SUV を算出し、その再現性や精度、病変部との鑑別などさらなる画

像診断の指標になりうるか調べていきます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 8 日 ～ 2021 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 放射線科 丸野廣大のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

本研究では診療情報を虎の門病院外へ提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

骨シンチグラフィ、副甲状腺シンチグラフィ、肝受容体シンチグラフィ、ソマトスタチン受

容体シンチグラフィの画像データを使用します。また、診断の確認等のため、診療録、MRI・

CTなどの画像データ、検査データを参照します。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

放射線科 ・ 丸野 廣大 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 12 月 28 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院   放射線部 高坂 祐輝 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科・内分泌代謝科及び虎の門病院分院糖尿病・代謝科では、以

下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるも

のです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われ

る方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほし

くない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1998 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 12 月 31 日の間に、下垂体腺

腫のために虎の門病院間脳下垂体外科に通院し手術を受けられ、虎の門病院間脳下垂体外

科・内分泌代謝科および虎の門病院分院糖尿病・代謝科に現在通院中の患者さん。 

 

【研究課題名】  

下垂体腺腫と悪性腫瘍の発生に関する後ろ向きコホート研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

下垂体腺腫(非機能性下垂体腺腫・先端巨大症・クッシング病・TSH 産生下垂体腺腫・プロ

ラクチン産生下垂体腺腫)と悪性腫瘍の発生の関連性を調べます。 

《研究に至る背景》 

先端巨大症は悪性腫瘍、特に大腸癌や甲状腺癌のリスクとされます。また近年、非機能性

下垂体腺腫に脳腫瘍や皮膚癌などの悪性腫瘍が一般人口に比し増えるとスウェーデンで報

告されました。このように、下垂体腺腫と悪性腫瘍の発生に関与が指摘されるものの、日

本での報告例は少数に留まっています。当院には下垂体腺腫の患者さんも多く、下垂体腺

腫患者の後ろ向きコホート研究を行い、悪性腫瘍との関連性を調べることで臨床上のフォ

ローアップに役立てたいと考えております。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 5月 15日 ～  2022年 3月末 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 間脳下垂体外科 西岡 宏 のもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないよう

に個人と関わりのない番号等におきかえた匿名化されたデータを、虎の門病院および虎の

門病院分院の院内ネットワークを用いて情報共有し、虎の門病院および虎の門病院分院で

研究担当者間のみが閲覧できる環境下で解析を行います。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：悪性腫瘍の種類・件数、検査データ、診療記録、MRI 画像データ、 

     放射線治療の有無 

 

【研究代表者】  

虎の門病院：間脳下垂体外科 西岡 宏 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

間脳下垂体外科 西岡 宏 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

糖尿病・代謝科 辻本 哲郎 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 内分泌代謝科  竹内 靖博 

虎の門病院分院 糖尿病・代謝科 森 保道   

虎の門病院分院 糖尿病・代謝科 林 恭秉 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年７月 31 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が
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生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  間脳下垂体外科 西岡 宏 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  糖尿病代謝科 辻本哲郎・林恭秉 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科と睡眠センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この

研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身

やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの

研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2004 年 5 月 1 日 ～ 2019 年 12 月 31 日の間に虎の門病院でポリソムノグラフィ

を受けられた 2型糖尿病を有する方 

 

【研究課題名】  

レム睡眠中の睡眠時無呼吸が糖尿病網膜症に与える影響と治療効果の検討 

 

【研究の目的・背景】   

ヒトの睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠という 2 種類の睡眠があり、これらが約 90 分の

周期で繰り返されています。また、レム睡眠は脳の眠りが浅く、ノンレム睡眠中は深いとい

われています。レム睡眠中の睡眠時無呼吸はノンレム睡眠中の睡眠時無呼吸と比べてより

高血圧や高血糖に関連することが報告されていますが、レム睡眠中の睡眠時無呼吸と糖尿

病網膜症の進行との関連についての検討（縦断的研究）は行われていません。そこで、レム

睡眠中の睡眠時無呼吸が糖尿病網膜症の進行に関連するかどうかを明らかにすることを目

的として研究を立案いたしました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 14日 ～ 2023年 12月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  

森 保道のもと研究終了後 5年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・
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資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院外への診療情報提供は予定しておりません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、治療薬、採血採尿検査結果、簡易睡眠検査結果

など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

当院単独研究のため、他の研究機関での利用は想定しておりません。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020年 7月 31日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科と睡眠センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この

研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身

やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの

研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮な

く下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 7 月 20 日の間に虎の門病院で簡易睡眠検査（アプノ

モニター）を受けられた 2 型糖尿病を有する方 

 

【研究課題名】  

睡眠呼吸障害と糖尿病網膜症: historical cohort による検討 

 

【研究の目的・背景】   

簡易睡眠検査を用いた過去の検討において睡眠呼吸障害と糖尿病網膜症との関連が報告さ

れていますが（横断的研究）、糖尿病網膜症の進行との関連についての検討（縦断的研究）

は行われていません。そこで、睡眠呼吸障害が糖尿病網膜症の進行に関連するかどうかを明

らかにすることを目的として研究を立案いたしました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5 月 14 日 ～ 2022 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  

森 保道のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 
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虎の門病院外への診療情報提供は予定しておりません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、治療薬、採血採尿検査結果、簡易睡眠検査結果

など 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

当院単独研究のため、他の研究機関での利用は想定しておりません。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、２０２０年７月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「自分やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりました

ら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2015 年 1 月〜 2019 年 12 月の間 に、 間質性肺炎合併肺癌のた

めに虎の門病院呼吸器センター外科/内科に入院・通院し、 肺癌の切除のために手術 を

受けられた方 

 

【研究課題名】  

 間質性肺炎合併肺癌の術後急性増悪に関する臨床-放射線-病理学的検討 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

1)  慢性間質性肺炎(IP)合併肺癌での手術例のうち，外科手術により慢性間質性肺炎の急性増

悪を来した群と来さなかった群の臨床画像病理学的な比較検討を行う： 

・ 組織所見の相違 

・ 画像所見の相違 

・ 慢性間質性肺炎急性増悪発症後の治療内容と予後の検討：抗線維化薬使用群と不使用群

での臨床経過の相違 

2) 外科手術時の抗線維化薬使用群と不使用群で急性増悪発生頻度，重症度の相違の有無を検討

する． 

3) 急性増悪発症時にクライオバイオプシー(TBLC：気管支鏡を用いた肺組織の生検方法)や外科

的肺生検(SLB:全身麻酔化に外科手術により行われる生検方法)を実施した例があればその

際の組織所見を検討する． 

《研究に至る背景》 

 本研究は、当院で 2015年 1月〜 2019年 12月に特発性間質性肺炎合併肺癌と診断され、外科手

術を受けた患者さんを対象として行われるものです。特発性間質性肺炎は原因不明の病気で、肺が固

く収縮し広がりにくくなってしまうために呼吸困難や息切れなどの症状を来す疾患です。特発性間質性

肺炎はさらに 9 つの疾患に分類され, それぞれ治療戦略や予後が大きく異なるので、各疾患を正

確に診断するためには, 呼吸器内科・放射線科・病理医による合議 (Multidisciplinary 

Discussion: MDD) が, 重要な診断プロセスになっています。また、特発性間質性肺炎には高率

に肺癌が発生し、適切に評価されたのち切除可能と判断されると外科手術が行われます。外科手

術は、急性増悪といって術後に難治性致死性の急性呼吸不全を起こす合併症の契機となることが

問題になっています。術後急性増悪を発症した症例としなかった症例の臨床情報、特に詳細な胸
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部画像所見(CT 所見)の差異、または手術時の病理所見の差異について MDD を行って比較した研

究はなく、その詳細は明らかではありません。 

最近の研究では術後急性増悪に対してピルフェニドンなどの抗線維化薬を術前に内服すると、

術後急性増悪発症リスクを低下できる可能性が示唆されていて、手術時に抗線維化薬使用の有無

が術後急性増悪発症率や救命率に影響する可能性がありますが、まだ科学的に証明されていませ

ん。 

MDD診断に基づいて特発性間質性肺炎を評価することにより、術後急性増悪の発症リスクを臨床

―放射線画像―病理学的に検証しその特徴を明らかにすることが本研究の目的です。 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020/5/29 ～  2025/12/31  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院を含む多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 呼吸器センター内科 宮本 篤 のも

と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個

人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 国立国際医療研究センター 呼吸器内科

を経て、画像は関西ろうさい病院へ CD にて、病理組織は日本医科大学病理学へスライド

にて、郵送で提供いたします。 

 画像情報 

画像情報の責任者は、研究協力者、関西ろうさい病院 上甲剛医師で、郵送された後に一

括管理とします。郵送に際しては配達記録が残るように郵送します。 

 病理情報(試料) 

病理情報の責任者は研究協力者、日本医科大学病理学 寺崎泰弘先生に郵送された後に一

括管理とします。未染スライドを提出した施設からの試料は適切に染色されたのちバーチ

ャルスライド化されます。全ての病理試料はバーチャルスライド化されて匿名化デジタル

情報として一括管理とします。郵送に際しては配達記録が残るように郵送します。その内

部に保存されるデータを開くのにはパスワードを設定します。 
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【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 患者背景、血液検査所見、動脈血液ガス分析所見、呼吸機能検査所見、6分間歩

行検査所見、BAL所見、手術所見、胸部画像所見 

検体（試料）： 病理組織  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 ・ 呼吸器センター内科 ・ 宮本篤  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 ・ 呼吸器センター内科 ・ 宮本篤  

 

【利用する者の範囲】 

国立国際医療研究センター 呼吸器内科 （責任者：泉信有） 

神奈川県立循環器呼吸器病センター（責任者：小倉高志） 

JR 東京総合病院 呼吸器内科 （責任者：河野千代子） 

順天堂大学 呼吸器内科 （責任者：加藤元康） 

東邦大学大森医療センター 呼吸器内科 （責任者：坂本晋） 

関西ろうさい病院 放射線科 （責任者：上甲剛） 

日本医科大学解析人体病理学 （責任者：寺崎泰弘） 

京都大学大学院 医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 （責任者：中山健夫） 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承

いただけない場合には研究対象といたしませんので、 2021 年 7 月 31 日 までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  呼吸器センター内科 ・ 宮本篤 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

Ver1.0 2020/3/23 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科、血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご

家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりました

ら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2011 年 1月 1 日 ～ 2019 年 12月 31 日の間に、20 歳以上の

悪性疾患（血液悪性疾患）の患者さんや免疫抑制剤（ステロイドや生物学的製剤）を使用中

の患者さんで、緑膿菌による菌血症のために虎の門病院に入院・通院し、抗菌薬による治療

を受けられた方 

 

【研究課題名】  

免疫不全患者における緑膿菌菌血症の特徴 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

本研究は、免疫不全患者さんに生じた緑膿菌による菌血症について調査を行い、緑膿菌の薬

剤耐性や死亡のリスク因子を把握すると同時に、最適な治療戦略を明らかにすることが目

的です。 

《研究に至る背景》 

免疫が低下している患者（免疫不全患者）さんにおいて、緑膿菌というグラム陰性菌の一種

による血流感染症は死亡率が 20%を超える致死的な感染症です。近年、世界中で拡大して

いる薬剤耐性により、多くの抗菌薬に耐性を持つ多剤耐性のグラム陰性菌の増加が報告さ

れています。特に、多剤耐性の緑膿菌による感染症は死亡率の上昇や入院期間の延長の原因

となることが知られています。免疫不全患者さんの緑膿菌による菌血症に関する疫学デー

タはまだ少数であり、特に国内からの報告はほとんどなされていません。緑膿菌の薬剤耐性

や死亡リスクを調査し、緑膿菌による菌血症に対する最適な治療戦略を検討します。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 5月 19 日 ～ 2023 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・試料は虎の門病院臨床感染症科 小倉 翔のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・試料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】 

診療情報：診療記録、検査データ、CT画像データ、MRI画像データ、薬歴、看護記録、年

齢、性別、基礎疾患、院内感染、入院期間、好中球数と好中球減少期間、免疫抑制剤の使用、

抗菌薬使用中の breakthrough 菌血症、感染部位、重症度、造血幹細胞移植歴、適切な初

期治療の有無、敗血症性ショック、30 日後死亡率など 

検体（試料）：血液、尿、菌名、緑膿菌の抗菌薬耐性など 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床感染症科 荒岡 秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、2020 年 10 月 1 日までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 小倉 翔 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科・間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2013 年 1月 1 日 ～ 2020 年 3 月 1日の間 に、  

虎の門病院内分泌代謝科に初診し、入院歴のある自己免疫性視床下部下垂体炎の方 (成人の

方のみ) 

 

【研究課題名】  

自己免疫性視床下部下垂体炎治療の現状評価  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

自己免疫性視床下部下垂体炎の経過(ホルモンの低下や回復の程度や、症状の変化について)

を明らかにし、ステロイド治療の有効性と安全性について確認すること 

《研究に至る背景》 

自己免疫性視床下部下垂体炎は視床下部や下垂体で炎症が生じる病気です。炎症により下

垂体ではホルモンを合成する力が低下したり、腫れた下垂体によって視神経が圧迫されて

視野が狭くなったり、激しい頭痛が生じたりします。 

現在この病気の原因はわかっていないため根本的な治療を行うことはできませんが、炎症

を和らげるためステロイドによる治療が行われています。しかし、その効果(下垂体の機能

が改善するのか)や安全性(どのような副作用が生じるのか)についてはわからない点が多い

のが現状です。よってこの研究を行うことによって、上記に記した目的を明らかにすること

を目指します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 5月 11 日 ～  2022年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院内分泌代謝科 辰島啓太のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、心電図、MRI画像データ、CT 画像データ、薬歴、看護記録 

 

【研究代表者】  

虎の門病院内分泌代謝科 竹内靖博  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院内分泌代謝科 竹内靖博  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  内分泌代謝科 ・ 辰島啓太  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床生理検査部、虎の門病院付属健康管理センターでは、以下の臨床研究を

実施しております。この研究は、人間ドックで得られた記録をまとめるものです。この案

内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご

質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族が自分の診療情報を使ってほしくな

い」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018 年 4 月 1 日 ～ 2019 年 3 月 31 日の間に、虎の門病

院付属健康管理センターで人間ドックを受診され、超音波検査にて 脂肪肝 と診断され

た方 

 

【研究課題名】  

脂肪肝超音波診断基準案の評価 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 2019 年に日本超音波医学会から提案された脂肪肝超音波診断基準に則って、当院付属

施設の人間ドックで脂肪肝と診断された超音波検査画像を再判定し、超音波による重症

度判定を後方視的に検証することです。 

 

《研究に至る背景》 

脂肪肝とは肝臓に脂肪が蓄積した状態のことで、日本でも 1980年以降増加の一途をた

どり、2012年の大規模調査では、その割合は 27.9%と報告されています。また近年着目

されてきた生活習慣病であるメタボリック症候群にも、脂肪肝が高頻度に合併していると

いう報告があります。さらに脂肪肝の一部には、肝硬変や肝癌を発症するハイリスク群が

存在することがわかり、検診レベルで早期に脂肪肝を拾い上げることは有用であります。 

 2019 年日本超音波医学会から脂肪肝の超音波診断基準案が発表されましたが、超音波

検査単独での重症度判定は困難な点もあるとされています。今回の研究は、診断基準案を

用いて重症度を判定することが可能かどうかを検証することにより、今後、脂肪肝のハイ

リスク群に対する早期治療につながればと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 8日 ～ 2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院と虎の門病院付属健康管理センターの共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院臨床生理検査部 小池由佳子のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院付属健康管理センター外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院付属健康管理センターで特定の個人を識別することができないよう

に個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、 虎の門病院 臨床生理検査部にパス

ワードの設定された CD-R を持参する形 で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

腹部超音波検査画像、採血データ、診療記録、CT 検査画像、MRI検査画像 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 臨床生理検査部 小池 由佳子  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 臨床生理検査部 小池 由佳子  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院付属健康管理センター 荒瀬 康司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020年 9 月 30日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 
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【相談窓口】 

虎の門病院  臨床生理検査部 樋口 真希  

電話 03-3588-1111(代表) 

 

虎の門病院付属健康管理センター 井上 真理子 

電話 03-3560-7777(代表) 
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診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院看護部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報

を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くだ

さい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2012 年 1月 1 日～2020年 5 月 31 日の間に、20 歳以上で下垂

体及び下垂体近傍の腫瘍のために虎の門病院間脳下垂体外科に入院し、拡大経蝶形骨手術

を受けられた方 

 

【研究課題名】  

拡大経蝶形骨手術後の細菌性髄膜炎リスクに関する研究  

 

【研究の目的・背景】   

下垂体腫瘍の手術には、開頭手術、経蝶形骨手術、拡大
．．

経蝶形骨手術があります。頭蓋

底腫瘍の摘出ができる開頭手術は、術後に細菌性髄膜炎は発生しにくいものの、脳神経合

併症が22から23.5％に発生します。経蝶形骨手術は、頭蓋底腫瘍の摘出はできませんが、

脳神経合併症は 1.3％のみに、細菌性髄膜炎発生率も 1～2.7％のみに発生します。拡大
．．

経

蝶形骨手術は頭蓋底腫瘍が摘出可能で、脳神経合併症も 0～1％にしか発生しませんが、細

菌性髄膜炎が 7.3～16％に発生します。細菌性髄膜炎は発症すると後遺症が残存しやすい

重篤な感染症です。そのため、拡大
．．

経蝶形骨手術における細菌性髄膜炎防止が重要です。 

拡大
．．

経蝶形骨手術後の細菌性髄膜炎のリスク要因には、高い Body Mass Index（BMI）、

術後の髄液漏があります。開頭術や経蝶形骨手術の術後細菌性髄膜炎のリスク要因である

意識レベルや既往、入院期間などが拡大
．．

経蝶形骨手術後にも細菌性髄膜炎リスクとなるか

は検討されていません。また、鼻洗浄、排便コントロール、吸引、口腔ケアなどの医療ケ

アの影響も検討されていません。これらの影響をすべて調整して検討した研究はありませ

ん。 

そこで本研究では、これらすべての影響を調整して拡大
．．

経蝶形骨手術後の細菌性髄膜炎

リスクを明らかにすることを目的とします。これが明らかになれば拡大
．．

経蝶形骨手術後の

細菌性髄膜炎を予防する医療ケアを検討でき、術後の予後を改善できると考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 7月 10 日 ～  2022年 3月 31 日 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院、国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校の多施設共同研
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究 

 

【個人情報の取り扱い】  

調査対象者の情報は必要最低限の情報のみを収集します。お名前、ご住所などの特定の

個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することができないように個人と関

わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が

特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は国立看護大学校・西岡みどりのもと研究終了から 5 年

または論文掲載から 3 年のどちらか遅い時期まで保管いたします。保管期間終了後、本研

究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえでパスワードロック付き USB メモリーに保存します。USB メモ

リーは解析のために国立看護大学校へ運びます。運ぶ際には研究者が常時身につけ紛失し

ないように厳重に管理します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：診療記録からは、年齢、性別、既往歴、術式、検査データ、術前後の処置およ

び髄膜炎症状などの情報を収集します。看護記録からは、口腔ケア、吸引ケア、

排便コントロールなどの情報を収集します。あらかじめ研究計画書に記載した

研究に必要な情報のみを収集し、それ以外の情報は収集しません。 

 

【利益相反の状況】 

 虎の門病院および国立国際医療研究センター利益相反マネジメント委員会に報告し、そ

の指示を受けて適切に管理します。本研究にかかわる研究全体および研究者個人として申

告すべき利益相反状態はありません。 

 

【研究代表者】  

国立看護大学校 ・ 研究課程部感染管理看護学教授 ・ 西岡みどり 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

看護部長 ・ 若本恵子 

 

【利用する者の範囲】 

国立看護大学校 ・ 研究課程部感染管理看護学前期課程部生 ・ 栃尾悟 

国立看護大学校 ・ 研究課程部感染管理看護学教授 ・ 西岡みどり 

国立看護大学校 ・ 研究課程部感染管理看護学准教授 ・ 森那美子 
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国立看護大学校 ・ 研究課程部感染管理看護学講師 ・ 網中眞由美 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護および本研究の独

創性の確保に支障がない範囲で、研究方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

【相談窓口】   

虎の門病院 看護部 看護師 栃尾悟（研究分担者）  

電話 05058562642 メールアドレス tochios@m19.ncn.ac.jp 

虎の門病院 看護部 看護師長 中野育美（研究分担者） 電話 03-3588-1111(代表) 

 

mailto:メールアドレス%20tochios@m19.ncn.ac.jp


診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科および呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施してお

ります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身またはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2020 年 1 月 1 日～2022 年 3 月 31 日の間に、新型コロナウイルス感染症（以下、

COVID-19）のために虎の門病院に入院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

COVID-19に関するレジストリ研究 

 

【研究の目的・背景】   

2019年12月から中国の武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎の集団発生が確認され

ました。COVID-19に対する有効性が確認された治療法は限られていますが、重症例を中

心に抗ウイルス薬などの薬剤が投与されはじめています。どのような方が重症化しやすい

か、妊婦や小児の患者さんなどにおいてどのような経過をたどるのかなど、多くのことが

まだわかっていません。 

この研究では、COVID-19と診断された方に参加していただき、重症化する方の特徴や

経過、薬剤投与後の経過など、COVID-19に関する様々な点について明らかにするための

情報を集めることを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 10月 22日 ～ 2024年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また本研究に関わる記録・資料は、国立研究開発法人国立国際医療研究センター 大曲 貴夫

のもと保管いたします。本研究で取得する情報は医学的に大きな意義のある貴重な情報で

あるため、原則として可能な限り永久保存されます。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、国立研究開発法人国立国際医療研究センターへ電子的配信で

提供いたします。最終的なデータは、国立研究開発法人国立国際医療研究センター 大曲 

貴夫のもとで保管されます。 

研究のデータは、WHOなどの国際的な研究グループと共有する場合があります。その場合、

個人の特定ができない状態で共有します。また社会的意義があると判断される場合、研究デ

ータの解析結果を企業等に提供する場合があります。この場合も個人の特定はできません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報（症状、基礎疾患、渡航歴、接触歴、症状の経過等）・ウイルス検査を含む検査結

果などを、研究に使用させて頂きます。 

 

【研究代表者】  

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際感染症センター 大曲 貴夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床感染症科 部長  荒岡 秀樹 

 

【利用する者の範囲】 

研究代表機関： 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 

情報提供機関： COVID-19の方を診療した国内全ての医療機関 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究解析の対象といたしませんので、202２年６月 3０日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。ただし、COVID-19は新規の指定感染症であり社会的に重要な

情報ですので、データの保管はさせていただきますことをご了承ください。この場合も診療

など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 
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虎の門病院  臨床感染症科 部長  荒岡 秀樹 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分や

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2011年 1月 1日 ～ 2020年 12月 31日の間 に、自己免

疫性膵炎のために虎の門病院消化器内科に入院・通院し、糖尿病の合併を認めた方 

 

【研究課題名】  

自己免疫性膵炎合併糖尿病の血糖コントロールに影響する因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

自己免疫性膵炎合併糖尿病の血糖コントロールに影響する因子を調べることで、自己免疫

性膵炎の治療前に糖尿病経過の予測ができ、患者さんにとって適切な糖尿病治療を提供で

きるようになることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

自己免疫性膵炎は、自己免疫機序が関与する特殊な膵炎です。IgG4陽性形質細胞による炎

症と繊維化を特徴とし、膵臓以外にも全身性に病変を合併すると言われています。自己免疫

性膵炎の約半数に糖尿病を合併するという報告があります。自己免疫性膵炎の治療はステ

ロイド薬が基本ですが、ステロイド薬には血糖値を上昇させる作用があります。血糖値のコ

ントロールが不良な状態が続くと、様々な合併症を引き起こし、QOLの低下や患者さんの

医療費の負担の増加にもつながります。自己免疫性膵炎の治療の基本はステロイド薬です

が、糖尿病の経過は患者さん毎に異なり、糖尿病が増悪する方もいれば改善する方もいます。

そこで、今回、自己免疫性膵炎合併糖尿病の血糖コントロールに影響する因子を調べること

にしました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 5月 28日 ～  2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長 

森 保道のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院外への診療情報提供は予定しておりません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、自己免疫性膵炎の発症時の症状や発症形式、合

併症、血液・尿検査データ、画像（CT、MRI）データ、治療内容 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長 森 保道  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長 森 保道  

 

【利用する者の範囲】 

当院単独研究のため、他の研究機関での利用は想定しておりません。         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、202１年２月２６日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長 森 保道  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院乳腺・内分泌外科、臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこ

の研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2009 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 3１日に男性乳癌と診断され、腫瘍組織検体が保管

されている方（診断時の年齢が 20 歳以上の方） 

 

【研究課題名】  

男性乳癌の遺伝子プロファイリングおよび免疫組織化学マーカーの探索に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

本研究は、男性乳癌と診断された患者さんの組織検体を用いて、男性乳癌の遺伝子プロフ

ァイリングの測定（組織に生じる様々な遺伝子の変化の特徴を調べること）および免疫組

織化学マーカーの測定（組織に特定のタンパク質が存在しているかを調べること）をし、

すでに報告されている女性乳癌の特徴と比較して違いがあるかどうか、再発や生存に影響

する因子があるかどうかなどを調べます。 

《研究に至る背景》 

2016 年の日本乳癌学会乳癌登録では男性乳癌と診断された方が 613 例報告されていま

す。日本国内での男性乳癌の遺伝子プロファイリングおよび免疫組織化学マーカーに関す

る包括的な研究はこれまで行われておらず、男性乳癌に対する治療開発も行われていませ

ん。そこで、希少がんである男性乳癌患者の遺伝子プロファイリングおよび免疫組織化学

マーカーを明らかにすることは、男性乳癌に対する治療開発のきっかけとなることが期待

されます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 10月 19日 ～  2021 年９月 3０日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院乳腺・内分泌外科 川端英孝 のもと、研

究の中止又は終了後 5 年が経過した日又は結果の最終の公表について報告された日から 3

年を経過した日のいずれか遅い日までの期間まで保管いたします。保管期間終了後、本研究

に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等にお

きかえたうえで、診療情報は国立国際医療研究センターへ、検体（試料）は国立がん研究セ

ンター中央病院病理診断科へ、配達記録の残る形（レターパック等）で提供いたします。 

診療情報の保管場所、保管責任者 

国立国際医療研究センター 乳腺・腫瘍内科医師 下村昭彦 

検体の保管場所、保管責任者 

国立がん研究センター中央病院 病理診断科 吉田正行 

データ解析終了後、検体は国立国際医療研究センター 乳腺・腫瘍内科医師 下村昭彦が保

管いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴、看護記録など 

検体（試料）： 腫瘍組織  

 

【研究代表者】  

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター  乳腺・腫瘍内科  下村昭彦 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

乳腺・内分泌外科  川端英孝  

 

【利用する者の範囲】 

施設名 診療科 各施設の研究責任者 

国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 野口瑛美 

国立がん研究センター東病院 乳腺・腫瘍内科 向原徹 

昭和大学病院 乳腺外科 中村清吾 

東京医科大学 乳腺外科 岡崎美季 

慶應大学 一般・消化器外科 永山愛子 

がん研有明病院 乳腺外科 高橋洋子 

東海大学医学部 乳腺内分泌外科 花村徹 

さいたま赤十字病院 乳腺外科 樋口徹 
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国際医療福祉大学医学部 乳腺外科 黒住献 

国立がん研究センター中央病院 病理診断科 吉田正行 

防衛医科大学校病院 検査部 津田均、杉山迪子 

国立がん研究センター研究所 基盤的臨床開発研究コアセンター 市川仁 

国立がん研究センター研究所 エピゲノム研究分野 牛島俊和 

 

【利益相反・研究資金について】 

本研究は中外製薬株式会社より資金提供を受けて実施されます。研究代表機関である国立

国際医療研究センターと中外製薬株式会社との間で契約書を取り交わし、中外製薬株式会

社が研究の結果に影響するような意思決定に関与することはありません。本研究の結果に

ついては次のことを目的として資金提供者である中外製薬に統計解析帳票が提供されま

す。 

(1) 中外製薬株式会社が製造販売する医薬品の安全性に関する適切な情報提供のため 

(2) 中外製薬および中外製薬の関連会社において、研究の過程におけるデータの変更履

歴などを確認するため 

(3) 研究及び開発等を目的とするサブ解析のため 

それ以外に、本研究に関する研究全体及び研究者個人として申告すべき利益相反状態はあ

りません。利益相反の状況については、虎の門病院においては利益相反マネジメント委員

会に報告し、その指示を受けて適切に管理しております。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【データの二次利用、提供について】 

本研究で得られたデータを、他の研究に利用することが有益であると研究責任者が判断し

た場合には、データを二次利用させていただくことがあります。その場合は、新たな研究の

研究計画書等を研究倫理審査委員会に提出し、承認されてから利用します。また、情報公開

文書を作成し、患者さんが研究参加を辞退する機会を保障します。 

規制当局の指示や資金提供者の希望により既存データを提供する場合は、個人情報を記号
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や通し番号に置き換えて個人が特定できないデータを提供します。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  乳腺・内分泌外科  田中希世 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院泌尿器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2006年 1月 ～  2020 年 3月 31日までに、副腎腫瘍のため

に虎の門病院泌尿器科に入院・通院し、副腎摘除術を受けられた患者さん 

 

【研究課題名】  

当院における悪性副腎腫瘍に対する手術成績の臨床的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院で行われた悪性副腎腫瘍に対する手術の成績を収集し、悪性副腎腫瘍に対する腹腔鏡

手術が安全かつ有効であるかを検討することを目的としています。 

 

《研究に至る背景》 

悪性副腎腫瘍として副腎癌、褐色細胞腫、副腎転移 (転移性副腎腫瘍)などが挙げられ、悪

性副腎腫瘍に対する腹腔鏡手術の安全性、有効性は未だ結論が出ていません。そこで、本

研究では、当院で副腎腫瘍に対して手術加療が行われた症例を収集し、各症例の手術成績

から腹腔鏡手術の安全性と有効性を検討したいと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 2日 ～  2021年 6月 30 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院泌尿器科、林田 迪剛のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形
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で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究において、診療情報を虎の門病院外へ提供することはありません。 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、放射線画像データ、手術記録、薬歴、看護記録など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

泌尿器科 ・ 浦上 慎司     

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年 4 月 3０日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  泌尿器科 ・ 林田 迪剛  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院泌尿器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2012年 1月 1日 ～ 2018年 12月 31日の間に、悪性腫瘍

にって生じた水腎症のために虎の門病院泌尿器科に入院・通院し、尿管ステント挿入術を

受けられた方 

 

【研究課題名】  

悪性尿管狭窄に対する尿管ステント留置不可能症例に関する予測因子の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

悪性疾患が原因で生じる尿管閉塞（悪性尿管閉塞）を来した場合、尿管ステン

ト留置や腎瘻カテーテルを留置する方法がありますが、当院では患者さんの

QOLを考慮し可能な限り尿管ステントを第一選択としています。 ですが、なか

には挿入できない方もいらっしゃいます。尿管ステントを挿入できない因子に

ついて検討します。 

 

《研究に至る背景》 

尿管ステント留置が不可能であると予測することが可能であれば、不要な侵襲

を回避でき、処置による苦痛を減らすことができます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日 ～  2021年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 泌尿器科 岡 優 のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CTデータ、看護記録など  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 泌尿器科 岡 優  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

泌尿器科 浦上 慎司  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 泌尿器科 岡 優 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2020 年 10 月 30 日 までの間に下記の相談窓口までお

申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じる

ことはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 泌尿器科 岡 優  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院泌尿器科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2019 年 4月 1 日から 2021 年 3月 31日までの間に、尿路結石

のために虎の門病院泌尿器科に入院・通院し、外科的結石治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

CTを用いた尿路結石治療成績予測因子に対する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

尿路結石の外科的治療は体外衝撃派破砕術、経尿道的尿路結石除去術、経皮的腎結石除去

術がありますが結石の大きさや場所、患者様のニーズなどを踏まえて適切な治療を提供し

ています。結石の大きさや場所はCTやレントゲンから判断しており、より安全で成績の

良い治療を提供するために画像検査は非常に重要な位置づけであると考えております。画

像検査からさらに治療に有用な情報を得る事ができないかを検討していきます。 

 

《研究に至る背景》 

尿路結石は頻度の高い泌尿器疾患ですが、治療方法および治療成績は施設によって非常に

ばらつきがあるのが現状です。治療前のCTから得ることのできる情報を基により適切で

より安全な治療成績の高い治療を提供できればと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日 ～  2021年 7月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 
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また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 泌尿器科 浦上 慎司のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CTデータ、看護記録など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

泌尿器科 浦上 慎司  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年６月 30 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 泌尿器科 田中 直人 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センター及び虎の門病院では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2008年 5月 1日～2019年 12月 31日の間に、虎の門病院付属

健康管理センターにて人間ドックを受けられた方を対象としています。 

 

【研究課題名】  

人間ドックにおける上部消化管内視鏡検診の現況についての検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》虎の門病院の人間ドックでの上部消化管内視鏡検診の現況を調査することによ

り、胃癌の早期発見や予防に寄与することが目的です。 

《研究に至る背景》 

虎の門病院の人間ドックの上部消化管内視鏡検査は国内でも有数のハイボリュームセン

ターです。そこで異常を指摘された方のほぼ全例が虎の門病院で精査・治療されています。 

虎の門病院の上部消化管内視鏡検診の現況を調査し臨床病理学的に検討することは、胃

癌の早期発見や予防に寄与できると考えます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日～2025年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センター及び虎の門病院による共同研究です。 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院付属健康管理センター小川恭子のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

内視鏡検査、病理組織、血液検査、尿素呼気試験、便検査、診療記録、処方記録  

 

【研究代表者】  

虎の門病院付属健康管理センター 小川恭子 

 

【虎の門病院付属健康管理センターにおける研究責任者】 

健康管理センター 小川恭子 

    

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器内科  布袋屋修 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター 小川恭子 

電話 03-3586-7777 

 

虎の門病院 消化器内科  布袋屋修 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

・2010 年 1月 1 日 ～ 2019 年 12 月 31 日の間 に、椎骨脳底動脈拡張延長 (VBD) 

のために当院で何らかの外科的治療を受けられた方 

・2010 年 1 月 1日 ～ 2016年 12月 31日の間に、当院で VBD と診断された方 

・現在 VBD で当院に通院中の方 

 

が対象となります。 

 

【研究課題名】  

VertebroBasilar Dolichoectasia (VBD) の自然歴および外科的治療の成績に関する多施

設共同登録研究 

 

【研究の目的・背景】   

椎骨脳底動脈拡張延長(VBD)は脳動脈瘤の一型であり、発生頻度は脳動脈瘤の中の

0.07-0.1%と極めて稀です。VBDは、主に脳底動脈という脳幹を栄養する血管が拡張し、

高度に蛇行します。この拡張蛇行によって脳幹を圧迫したり、動脈瘤のように破裂したり、

脳幹の脳梗塞を起こすことがあります。この傾向はサイズの大きなものほど顕著です。 

しかし治療は極めて難しく確立したものは未だありません。血管そのものが拡張するため

に通常の嚢状動脈瘤のようにクリッピングやコイル塞栓術は困難です。また脳底動脈から

は脳幹に多数の細い栄養血管を分枝していて脳底動脈の遮断は脳幹の脳梗塞を引き起こし

重篤な後遺症を招く危険性が高いのです。 

本研究では、全国の脳血管内治療の主要施設に対してアンケート調査をし、自然歴及び

外科的治療の方針、転帰を聴取することで、今後の治療指針に資するデータを提供するこ

とを目的としています。 

この研究で患者様ご自身に、追加の処置などの負担がかかることはございません。 

 尚、この研究は、主施設である京都大学医学部及び当院に於ける研究倫理審査委員会の

承認を得ております。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 9月 24 日 ～ 2021 年 3 月 31日 
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【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究代表機関である 京都大学医学部脳神経外科講座 

石井暁 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。ただし、本疾患は未解決部分が多く、将

来的にフォローアップ 期間を延長した同様の研究が計画される可能性があり、その場合は

新規研究として申請し、研究機関の長の許可を得てから今回のデータを含めて使用する可

能性があります。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、パスワードを設定したファイルで京都大学医学部へメールで

提供いたします（パスワードは別メールで送ることとします）。 

 

研究事務局及び相談窓口： 

京都大学医学部 脳神経外科講座 

住所：京都府京都市左京区聖護院川原町 54  電話：075-751-3459 

 

 

【利用する診療情報】  

診療記録より以下の情報を用います： 

年齢・性別、病名、初診日、発症形式、主症状、既往歴・並存疾患（脳梗塞、脳出血、

くも膜下出血、高血圧、糖尿病、脂質異常症、冠動脈疾患、腎臓病の有無）、喫煙の有無、

治療状況（用いた内服薬、行った手術の種類、日程の情報）、発症前・治療後の modified 

Rankin scale（予後の指標） 

 また、CT・MRI・脳血管撮影の画像データより、VBDの直径や部位、血栓化の有無を判

断し、情報として用います。 

 

【研究代表者】  

京都大学医学部脳神経外科講座 石井暁 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経血管内治療科 鶴田和太郎 
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【利用する者の範囲】 

研究協力施設（50 音順）： 

旭川医科大学脳神経外科、NHO 仙台医療センター脳神経外科、大阪医科大学脳神経外科、

大阪大学医学部附属病院脳神経外科、岡山大学脳神経外科、香川大学医学部附属病院脳神

経外科、川崎医科大学脳神経外科、岐阜大学脳神経外科、九州大学病院脳神経外科、京都

大学医学部附属病院、高知大学脳神経外科、広南病院脳神経外科、神戸市立医療センター

中央市民病院脳神経外科、小倉記念病院脳神経外科、国立循環器病研究センター脳神経外

科、国立病院機構大阪医療センター脳神経外科、埼玉医科大学国際医療センター 脳神経

外科、埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科、社会医療法人医真会八尾総合病院脳神

経外科、順天堂医学医学部脳神経外科、湘南鎌倉総合病院脳神経外科、昭和大学藤が丘病

院脳神経外科、西湘病院脳神経外科、中東遠総合医療センター脳神経外科、筑波大学脳神

経外科、土浦協同病院脳神経外科、東京医科歯科大学脳神経外科、東京慈恵会医科大学附

属病院脳神経外科、東京女子医科大学脳神経外科、独立行政法人国立病院機構災害医療セ

ンター脳神経外科、鳥取大学医学部附属病院脳神経外科、富山大学附属病院脳神経外科、

虎の門病院脳神経血管内治療科、長崎大学病院脳神経外科、名古屋大学医学部付属病院脳

神経外科、奈良県立医科大学脳神経外科、新潟大学脳神経外科、弘前大学大学院医学研究

科脳神経外科、兵庫医科大学脳神経外科、広島大学病院 脳神経外科、福岡大学医学部脳

神経外科、福岡大学筑紫病院脳神経外科、藤田医科大学脳卒中科、北海道大学医学部脳神

経外科、三重大学脳神経外科、美原記念病院脳神経外科、山口大学脳神経外科、山梨大学

脳神経外科 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身・ご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経血管内治療科 ・ 鶴田和太郎 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご

連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2014年4月1日から2020年3月31日までに虎の門病院で固形がんと診断され、VEGFR

阻害薬（スニチニブ、ソラフェニブ、パゾパニブ、アキシチニブ、レゴラフェニブ、レンバチ

ニブ、カボザンチニブ）が投与され、内服支援外来でフォローされた方 

 

【研究課題名】  

VEGFR 阻害剤による手足症候群の発現リスクに関する後方視的研究と発現予測 AI エンジン

開発のパイロット試験 

 

【研究の目的・背景】 

手足症候群とは、抗がん剤の投与によって手や足の皮膚の細胞が障害されることで起こる皮膚

症状で、VEGFR 阻害薬の代表的な副作用の一つです。発症すると生活の質を著しく低下させ

るばかりか、原因薬剤の減量や早期の中断につながります。正確な発症メカニズムやリスク因

子は現在でも明らかでなく、発症予測は困難です。当院では 2014年頃から、経時的に皮膚所

見を写真として保存、それを基に評価し、多職種での協議の上、患者さんのケアにつなげる試

みを行って参りました。そのような取り組みの有用性に関する報告は少なく、本研究は、

VEGFR 阻害薬投与における手足症候群の発現状況を把握し、そのリスク因子を解明する事を

目的としています。また、同データを使用し、発現予測 AI エンジンの開発を目指します。今

後、手足症候群のリスク因子の解明や、発症予測の AI エンジン開発が進めば、VEGFR 阻害

薬投与者の生活の質向上や、効果の向上につながる可能性があるため、本研究を計画しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日～2022年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

本研究は虎の門病院における臨床情報のみを使用します。ただし、AIエンジン開発に関するパ

イロット解析においてエムスリー株式会社、メビックス株式会社と共同研究を行います。 

〈共同研究者〉 

エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 大垣 慶介 

メビックス株式会社 研究企画部 田北 将大 

メビックス株式会社 マーケティンググループ 野口麻衣子 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することが

できないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表

する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

検査データ、診療記録、写真データ、CTデータ、薬歴、看護記録など 

 

【データの二次利用、提供について】 

本研究で得られたデータを、他の研究との統合解析などに利用することが有益であると研究責

任者が判断した場合は、データを二次利用させていただくことがあります。この際に利用・提

供するデータは、個人が特定できない匿名化されたデータです。 

 

【研究代表者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

  

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内

に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況】 

本研究の資金は虎の門病院 院内研究助成金から賄う予定です。研究責任者、分担者に、開

示すべき利益相反はありません。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、2020年 10月３1日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはあ

りません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 部長 三浦裕司 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分泌外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこ

の研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮

なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2018 年 11 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までの間に、乳がんの治療としてアベマ

シクリブ（ベージニオ錠）を服用していた方 

 

【研究課題名】  

アベマシクリブ関連薬剤性肺障害のネステッドケースコントロール研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

アベマシクリブによる薬剤性肺障害の発症率、重症度、臨床病型、臨床経過、好発時期を明

らかにすること、またアベマシクリブによる薬剤性肺障害のリスク因子、増悪因子を検討す

ることを目的としています。 

 

《研究に至る背景》 

アベマシクリブ発売開始以降、同薬剤関連と考えられる薬剤性肺障害が報告され、重篤なも

のや、死亡例も報告されています。しかし正確な発症頻度、好発時期、リスク因子、増悪因

子は明らかにされておらず、今後安全にアベマシクリブ療法を実施する上で、アベマシクリ

ブ関連薬剤性肺障害の実態調査を行うことは、重要な臨床的意義があると考えています。  

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 7月 8 日 ～  2021年 12月 31日  

＊本研究の登録期間は、病院長承認日～2021 年 8 月 31日です。 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、一般社団法人 Comprehensive Support Project for 

Oncological Research of Breast Cancer（CSPOR-BC）データセンターで、パスワー

ドをつけて半永久的に保管されます。 
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【診療情報等を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報等は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえたうえで、CSPOR-BC データセンターへ提出します。診療情報はイ

ンターネットを用いて電子的に、CT 画像等は配達記録の残る郵送等で提出いたします。メ

ールでファイルを送付する際は、ファイルにはパスワードを設定し、パスワードは別メール

で送ります。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、CT データ、薬歴、看護記録など  

 

【データの二次利用、提供について】 

本研究で得られたデータを、他の研究機関との統合解析などに利用することが有益である

と CSPOR-BC が判断した場合は、データを二次利用させていただくことがあります。ま

た、規制当局の指示や資金提供者の希望により、データを提供することがあります。この際

に利用・提供するデータは、個人が特定できない匿名化されたデータです。 

 

【研究代表者】  

昭和大学病院 ・ 腫瘍内科 ・ 鶴谷純司  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 ・ 田辺裕子  

 

【利用する者の範囲】 

NOSIDE 参加施設一覧参照 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 8 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 ・ 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身あるいはご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分あるいはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０１７年１月１日～２０２０年４月３０日の間に、非機能性下垂

体腺腫のために虎の門病院間脳下垂体外科に入院し、経鼻的内視鏡下下垂体腫瘍摘出術を

受けられた方 

 

【研究課題名】  

下垂体 MRIでの堰き止め現象の関連因子  

 

【研究の目的・背景】   

下垂体後葉には尿量をコントロールするホルモンが貯蔵され、分泌されます。これは MRI

検査で判定可能な所見です。堰き止め現象とは下垂体腫瘍による下垂体茎の直接圧迫で

ホルモンが下垂体茎に滞り、MRIで下垂体茎にホルモンの貯留が認められる。この現象

は医学的に知られているものではありますが、それに関連する臨床的意義はほとんど解

明されていません。この研究では、堰き止め現象と尿崩症の関連など、堰き止め現象の

臨床的意義などを検討することを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 6月 22 日 ～  ２０２1 年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院間脳下垂体外科佐々木博勇のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、MRI 画像データ、薬歴、看護記録 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 間脳下垂体外科 西岡宏 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、 ２０２０年 10 月３１日までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 間脳下垂体外科 佐々木博勇  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科と肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご

家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 1 月 1 日 ～ 2019 年 12 月 31 日の間に虎の門病院に 2 型糖尿病で受診され

た方のうち非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）を伴っており、新規にチアゾリジン薬

（アクトス）、SGLT2 受容体阻害薬（カナグル、フォシーガ、ジャディアンス）、GLP-1

受容体作動薬（ビクトーザ、バイエッタ、ビデュリオン、トルリシティ）のいずれかを開始

された方。 

 

【研究課題名】  

2型糖尿病に合併したNAFLDに対する糖尿病治療薬の効果の比較 

 

【研究の目的・背景】   

2 型糖尿病は高率に NAFLD を合併するとされていますが、NAFLD に対する有効な薬物

療法はいまだ確立しておりません。NAFLD 合併 2 型糖尿病症例においてはチアゾリジン

薬や SGLT2受容体阻害薬、GLP-1受容体作動薬の有用性が報告されているものの、これ

らの薬剤間での有効性の違いについてはこれまでほとんど検討されておりません。そこで、

NAFLD合併 2型糖尿病症例におけるこれら 3剤間の肝機能および肝線維化に対する有効

性を比較検討することを目的として研究を立案しました． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日 ～ 2023年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 



 

 

2020.5.18 

 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  

森 保道のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

虎の門病院外への診療情報提供は予定しておりません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、腹囲、診察室血圧、既往歴、治療薬、採血採尿検査結果、

腹部超音波検査結果 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

当院単独研究のため、他の研究機関での利用は想定しておりません。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長  森 保道 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科、血液内科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長の

許可を得た上で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた

記録をまとめるものです。過去の記録を解析するため参加する患者さんに金銭的・身体的な

リスク及び利益が生じることはありません。また、本研究に関して利益相反はありません。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010年 1月 1日から 2019年 12月 31日までの間に侵襲性アスペルギルス症を発症し、喀

痰や組織の培養検体からアスペルギルスが検出された方全てが対象となります。 

 

【研究課題名】  

Aspergillus spp.の主要な菌種及び隠蔽種による感染症の臨床像と抗真菌薬感受性の比較

検討 

  

【研究の目的・背景】  

侵襲性アスペルギルス症とはアスペルギルスという真菌によって生じる感染症であり特

に造血幹細胞移植後などをはじめとする免疫抑制状態の主な死亡原因の一つとして知られ

ています。アスペルギルスはその中に多くの種を含みますが、近年、真菌の同定技術の進歩

に伴い、今までには認識されてこなかった新たな種による侵襲性アスペルギルス症の報告

が散見されるようになりました。これらの種は今までにも存在していましたが、形態学的に

一般的によく見られる種(Aspergillus fumigatusなど)とは区別できず、隠蔽種と呼ばれま

す。 

侵襲性アスペルギルス症は抗真菌薬によって治療を行いますが、隠蔽種は抗真菌薬に耐性

を持つ傾向があるとされますが、どのような基礎疾患を持つ方に起こりやすいのか、どのよ

うな治療が最善なのかについては十分にはわかっていません。そのため、①アスペルギルス

の主要な種、および隠蔽種による感染症症例を集め、その臨床像(症状・経過・転機など)や

治療を比較すること②菌株の抗菌薬薬剤感受性試験結果を解析することで、隠蔽種を含む

侵襲性アスペルギルス症の最適な予防法および治療法を検討することを目的といたします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 6月 22日 ～ 2024年（令和 6年）3月 31日 

 



【単独/共同研究の別】 

単施設研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

本研究に関わる記録は虎の門病院臨床感染症科の荒岡秀樹のもと、研究終了後 5 年間保存

します。そして保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で破棄

します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外に提供する場合】 

 本研究では診療情報を院外に提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経過、

喀痰や感染組織の培養から検出されたアスペルギルスに関するデータ（薬剤感受性結果な

ど） 

 

【利用する検体情報】  

本研究では検体の利用はありません。 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【利用するものの範囲】   

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 山室亮介 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研



究対象としませんので、2020年 11月 1日までの間に下記の連絡先までお申出ください。そ

れ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に学会

発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご了承

ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者さんに不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 山室亮介 

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床検体検査部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対

象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報・

検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口まで

ご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2020 年 10 月 1 日 ～ 2021 年 1 月 31 日の間 に、虎の門

病院に入院・通院し、血中薬物濃度測定検査を受けられた方 

 

【研究課題名】  

体外診断用医薬品「ナノピア TDMシリーズ」の基礎評価試験  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

血中薬物濃度測定試薬「ナノピア TDM シリーズ」(積水メディカル株式会社)の基礎性能、

他法との相関性を評価します。 

 

《研究に至る背景》 

血中薬物濃度測定試薬である体外診断用医薬品「ナノピア TDMシリーズ」は他の測定試薬

との相関性について十分な検討がなされていませんでした。本研究において詳細に検討で

きれば本測定試薬の臨床的有用性を確認することが期待されます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 10月 1日 ～  2021年 6月 30日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院、アボット ジャパン株式会社（東京都港区三田）との多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 臨床検体検査部 小池 由佳子のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 
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【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等におきかえたうえで、アボットジャパン株式会社担当者へ直接対面

にて提供いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ 

検体（試料）： 血液（血清）  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 臨床検体検査部 小池 由佳子  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 臨床検体検査部 小池 由佳子  

 

【利用する者の範囲】 

アボット ジャパン株式会社 井上 秀樹  

 

【利益供与の有無】 

当院はアボットジャパン株式会社より TDM測定試薬の無償提供を受けています。 

  

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、2021年 3月 31日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床検体検査部 岩﨑 勇樹 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1994 年 8月 1日～2020 年 3月 31日の間に虎の門病院に入院された、20 歳以上で、

がんの診断を受けたことのある方 

 

【研究課題名】  

がん患者の感染症マネジメントにおける感染症科医が果たす役割についての研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

虎の門病院から感染症科医在籍の利点のエビデンスを発信することを目的とします。 

《研究に至る背景》 

日本感染症学会が認定する感染症専門医は 1564名です（2020年 1月 22 日時点）。一

方、米国の感染症専門医は約 8000名と報告されています。日本の病院で常勤の感染症専

門医が在籍し、感染症診療に携わっている施設は未だ少数派です。また、大学病院であっ

ても、感染症科、感染症学講座がないところも散見されます。虎の門病院では 2007年以

降、常勤の感染症科医が在籍し、感染症のコンサルテーション・診療に携わってきました。

本研究では、虎の門病院特有のがん患者の感染症マネジメントにおける感染症科医が果た

す役割について、その得られる利点を明らかにしたいと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～  2025年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院臨床感染症科 荒岡秀樹 のもと研究終
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了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

本研究では診療情報を院外に提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経

過、細菌検査データ（薬剤感受性結果など） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床感染症科 荒岡秀樹   

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院の臨床感染症科では、研究倫理審査委員会の審査を受け、病院長の許可を得た

上で、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまと

めるものです。過去の記録を解析するため参加する患者さんや虎の門病院職員に金銭的・身

体的なリスク及び利益が生じることはありません。また、本研究に関して利益相反はありま

せん。 

この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の

中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分またはご家族の情報を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

 2020 年 3 月 1 日から 2020 年 5 月 25 日の間に虎の門病院に入院していた方及び外来を受

診した方のうち、新型コロナウイルスの LAMP 法検査を受けた 20 歳以上の方が対象になり

ます。加えて、2020年 3月 1日から 2020年 6月 8日までの間に、虎の門病院内において上

記の LAMP法検査で診断された新型コロナウイルス感染症の方の濃厚接触者と認定された方

（虎の門病院職員を含む）も対象とされます。 

 

【研究課題名】  

LAMP法を用いた新型コロナウイルス感染症の診断・感染対策戦略の検討 

 

【研究の目的・背景】  

新型コロナウイルス感染症は短期間で世界に拡大した新興感染症です。この感染症の特

徴として院内感染の原因となりやすいということが挙げられます。虎の門病院臨床感染症

科では、新型コロナウイルスの感染症を LAMP法検査で早期に診断するシステムと、その結

果を参考に新型コロナウイルス感染症が疑われる方を早期に院内で隔離するというシステ

ムを構築しました。このシステムが新型コロナウイルスの院内感染を防止することに実際

つながったのかを解析することが今回の研究の目的です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～ 2026年（令和 8年）12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

単施設研究 

 

【個人情報の取り扱い】  



お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑

誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

虎の門病院における本研究に関わる記録・個人情報等の管理は主任研究者である虎の門

病院臨床感染症科木村宗芳が担当します。そして、これらの記録は荒岡秀樹のもと研究終了

後５年間保管されます。そして保管期間終了後、本研究に関わる記録は個人が特定できない

形で破棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外に提供する場合】 

 本研究では診療情報を院外に提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

年齢、性別、身長、体重、既往歴、血液検査結果、画像検査結果、薬歴、治療経過、新型コ

ロナウイルス LAMP法検査の結果、新型コロナウイルス PCR法検査の結果 

 

【利用する検体情報】  

本研究では検体の利用はありません。 

 

 

【虎の門病院研究責任者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【利用するものの範囲】   

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研

究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までお問い合わせください。 

御自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、令和 2年 10月 31日までの間に下記の連絡先までお申出ください。

それ以降も随時、ご自身やご家族の情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象としませんので下記の連絡先までお申し出ください。ただし、既に学



会発表や論文報告が完了したものに関しては研究対象から外すことはできませんのでご了

承ください。そして、これらの場合も診療など病院サービスにおいて患者さまに不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床感染症科 木村宗芳  

虎の門病院 臨床感染症科 荒岡秀樹  

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 臨床腫瘍科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家

族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご

連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2018 年 8 月 1 日から 2020 年 7 月 31 日までに虎の門病院で固形がんと診断され、臨床

腫瘍科に入院・通院し、化学療法による治療を新規導入された 65歳以上の方の内、治療開始

前に Geriatric-8 (以下、G8)スコアを評価した方が対象になります。 

 

【研究課題名】  

G8 スコアを用いた高齢者への化学療法導入に関する安全性を検討した後方視的研究 

 

【研究の目的・背景】 

高齢者のがん患者への化学療法の適応を考慮するにあたり、現在は年齢や PS (Performance 

Status)が参考にされています。本邦において、高齢者の割合は年々増加傾向にあり、化学療

法を導入される高齢のがん患者も増加しています。高齢者への化学療法の忍容性を評価する指

標として、現時点で強固なエビデンスの確立されたスコアは存在しません。近年、高齢者の化

学療法への忍容性を評価する項目として、Geriatric-8 (以下、G8)が提唱されています。日本

人における G8 スコアの有用性を評価することを目的として、本研究を行います。 

当院臨床腫瘍科において、2018 年 8 月から 2020 年 7月までの期間に、化学療法を導入し

た 65 歳以上の患者さんを対象として、治療開始前に G8 スコアを測定した方を抽出し、G8

スコアと実年齢に統計学的な差異がみられるか、G8 スコアと PS に相関関係があるかを評価

します。他、G8 スコアと治療の安全性 (副作用の出現率や重症度)に関連性がみられるかを考

察する研究を行います。 

 

G8 スコアとは、8 つの質問を用いて患者さんの日常生活における身体的、また精神的な状況

を点数化することで、がんに対する治療の忍容性を評価するものです。具体的には以下のよう

を質問を行い、１７点満点で評価します。 

1. 過去３ヶ月間で食欲不振、消化器系の問題、そしゃく・嚥下困難などで食事量が減少しま

したか。（０：著しい食事量の減少、１：中等度の食事量の減少、２：食事量の減少なし） 

2. 過去３ヶ月間で体重の減少はありましたか。（０：３kg 以上の減少、１：わからない、２：

１〜３kg の減少、３：体重減少なし） 

3. 自力で歩けますか。（０：寝たきりまたは車いすを常時使用、１：ベッドや車いすを離れら

れるが、歩いて外出できない、２：自由に歩いて外出できる） 

4. 神経・精神的問題の有無。（０：高度の認知症または鬱状態、１：中等度の認知障害、２：

精神的問題なし） 

5. BMI（Body mass index）値。（０：１９未満、１：１９以上２１未満、２：２１以上２３
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未満、３：２３以上） 

6. １日に４種類以上の処方薬を飲んでいますか。（０：はい、１：いいえ） 

7. 同年齢の人と比べて、自分の健康状態をどう思いますか。（０：良くない、０.５：わからな

い、１：同じ、２：良い） 

8. 年齢。（０：８６歳以上、１：８０歳〜85歳、２：80 歳未満） 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 7月 29 日～2021 年 12月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

本研究は虎の門病院単独研究であり、虎の門病院における臨床情報のみを使用します。 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別することが

できないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌等で公表

する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司のもと研究終了後 5 

年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

G8 スコア、検査データ、診療記録、写真データ、CT データ、薬歴、看護記録 

 

【データの二次利用、提供について】 

本研究で得られたデータを、他の研究との統合解析などに利用することが有益であると研究責

任者が判断した場合は、データを二次利用させていただくことがあります。この際に利用・提

供するデータは、個人が特定できない匿名化されたデータです。 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司 

  

【虎の門病院における研究事務局】 

 虎の門病院 臨床腫瘍科 三浦裕司、 医学教育部 竹村弘司 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範囲内

に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況】 

本研究の資金は虎の門病院 院内研究助成金から賄う予定です。研究責任者、分担者に、開
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示すべき利益相反はありません。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、2020年 12月３1 日までの間に下記の相談窓口までお申し

出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはあ

りません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 部長 三浦裕司 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院間脳下垂体外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2014 年 4月１日～2018年 10 月３０日の間に、頭蓋咽頭腫のた

めに虎の門病院間脳下垂体外科に入院し、内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

頭蓋咽頭腫に対する内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術後の内分泌機能予後の検討 

  

【研究の目的・背景】   

頭蓋咽頭腫は胎生期の頭蓋咽頭管の遺残由来の良性腫瘍で、視交叉、下垂体や視床下部が

圧迫され様々な症状が出現します。現時点では手術以外には有効な治療はなく、内視鏡など

の手術機器の進歩に伴い、摘出技術が向上してきています。一方で、手術後の内分泌機能予

後は、患者の生活の質のみならず、生命予後も左右する最も注意を要する合併症です。しか

しながら、内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術後の内分泌機能予後に関するまとまった報告はほと

んどありません。当院では経鼻手術による頭蓋咽頭腫摘出術を第一選択として、年間で 20

例から 30 例おこなっており、2014 年からは顕微鏡に変わって内視鏡をもちいて同手術

を施行しています。本研究では、内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術により腫瘍が全摘出され、かつ

下垂体茎を温存可能であった症例の手術後の内分泌機能予後を左右する因子を明らかにす

ることを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 7月 29 日 ～  ２０２1 年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院間脳下垂体外科岡田満夫のもと研究終了後 5 
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年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形

で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、MRI 画像データ、薬歴、看護記録 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 間脳下垂体外科 岡田満夫 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 10 月 31 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 間脳下垂体外科 岡田満夫  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経外科では，以下の臨床研究を実施しております．この研究は，通常の診

療で得られた記録をまとめるものです．この案内をお読みになり，ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で，ご質問がある場合，またはこの研究に「自分の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら，遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください． 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 6 月 30 日の間に，傍鞍部髄

膜腫のために虎の門病院脳神経外科もしくは間脳下垂体外科に入院・通院し，手術治療を受

けられた方 

 

【研究課題名】  

視機能障害を呈する傍鞍部髄膜腫に対する治療成績―開頭術と経鼻術の比較− 

 

【研究の目的・背景】   

日本における脳ドックガイドラインやアメリカの NCCN(National Comprehensive 

Cancer Network)ガイドラインでは，視神経近傍（傍鞍部）の髄膜腫に対しては視機能障

害を生じた後の手術による機能回復率の低さから無症状でも早期の予防的手術治療が勧め

られています．しかし当院での経験からは視機能障害を呈したのちの手術でも機能回復を

認める例が多数存在していることから，過去 10 年間に遡って当院での手術成績を検討し，

これから同様の疾患の治療を受ける患者さん方にとって有用な情報を得る事を目的としま

す． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 7月 29 日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前，ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します．学会や学術雑誌

等で公表する際にも，個人が特定できないような形で発表します． 

また，本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院脳神経外科部長原貴行のもと研究終了後 5 

年保管いたします．保管期間終了後，本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します． 
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【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録，MRI, CT などの画像データ  

 

【虎の門病院における研究責任者】  

脳神経外科  原 貴行  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は，個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが，研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます． 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問，お問い合わせがある場合，またはご自身の診療情報につき，開示また

は訂正のご希望がある場合には，下記相談窓口までご連絡ください． 

また，ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので， 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください．この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません． 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経外科 原 貴行   

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院薬剤部では血液内科と共同で、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご

家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２０１７年４月 ～ ２０２０年７月の間に、悪性リンパ腫のために

虎の門病院血液内科に入院・通院し、がん化学療法を受け、先行バイオ医薬品のグラン®︎シ

リンジまたは後続品のフィルグラスチム BS注®︎「F」シリンジを使用した方 

 

【研究課題名】  

悪性リンパ腫のサルベージ(＃１参照)化学療法を対象としたフィルグラスチムの先行バイ

オ医薬品と後続品の有効性・安全性の検討 

＃１：主に造血器腫瘍において、治療の効果が得られない場合（治療抵抗性）、あるい 

は再発・再燃した場合に用いる治療を、救援(サルベージ)化学療法と呼びます。  

がんの種類によって治療内容は異なりますが、その多くは複数の薬（抗がん剤 

など）を組み合わせた治療 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

悪性リンパ腫に対する化学療法において、初回治療でのフィルグラスチムの先行バイオ

医薬品と後続品(＃２参照)の有効性と安全性についての報告はありますが、サルベージ化

学療法での報告はないため検討します。 

＃２：国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬 

品(先行バイオ医薬品)と同等/同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品とし 

て、異なる製造販売業者により開発され、厚生労働省より承認されている医薬品 

《研究に至る背景》 

フィルグラスチムは遺伝子組み換え技術で製造されるバイオ医薬品です。バイオ医薬品

とは、遺伝子組換え技術や細胞培養技術を用いて製造したタンパク質を有効成分とする医

薬品で、分子構造が複雑であるため、先行品と後続品の同一性の評価が困難です。そのため、

ジェネリック医薬品とは違い、実際に臨床試験を行って有効性と安全性を確認し、国の承認

のもと使用しています。フィルグラスチムは、がん化学療法による好中球減少症(＃３参照)

に対する適応を得ていますが、そのデータは乳がんの患者さんに基づいています。悪性リン

パ腫においては、初回治療として、化学療法を行った患者さんの好中球減少症の治療におい

て、後続品は先行品と同様な有効性が得られる可能性が示唆されました。しかし、2次治療
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以降の化学療法に対しての報告はまだありません。そのため、この研究で先行品と後続品の

有効性と安全性を検討していきます。 

＃３：血中の好中球数が減少した状態である。 重度の場合，細菌および真菌による感染 

症のリスクおよび重症度が増す。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～  ２０２１年１２月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院薬剤部 部長 伊藤 忠明の監督のもと薬剤

部 島野 玲菜が研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院以外へ提供しません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：身長、体重、年齢、性別、病名、有害事象の歴、検査データ、診療記録、薬歴、 

看護記録など  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 薬剤部 部長  伊藤 忠明  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年１２月３１日までの間に下記の相談窓口ま
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でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  血液内科 医長 山本 久史  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院皮膚科および血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や

ご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの

研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮

なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2007年 1月 1日 ～ 2019年 12月 31 日の間 に、 造血幹細胞移植後に生じた好

酸球性膿疱性毛包炎 のために虎の門病院皮膚科に受診した方。（ただし、2020 年 6 月

26日時点で未成年の者は除く。） 

 

【研究課題名】  

造血幹細胞移植後の好酸球性膿疱性毛包炎 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

造血幹細胞移植後の好酸球性膿疱性毛包炎の実態を調査します。 

《研究に至る背景》 

造血幹細胞移植後に生じる好酸球性膿疱性毛包炎について，現状では十分に実態が把

握されていません。その疫学を知ることで、早期の診断や発症機序解明の一助とした

いと考えています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 7月 29日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院皮膚科、林伸和 のもと研究終了後個人

が特定できない形で１年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供することはありません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴、看護記録、臨床写真、病理組織  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

皮膚科 林伸和  

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関なし        

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 11 月３0 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  皮膚科 林伸和  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院内分泌代謝科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診

療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連

絡ください。 

 

【対象となる方】 

2020年 3月 1日から 6月 31日までの間に、糖尿病のために虎の門病院内分泌代謝科で

電話による再診を受け、処方を受けた方 

2020年 4月 1日から 4月 30日までの間に、糖尿病のために虎の門病院内分泌代謝科に

通院し、処方を受けた方 

 

【研究課題名】 

糖尿病外来における電話再診と血糖コントロールの関連について 

 

【研究の目的・背景】 

《目的》 

 糖尿病患者の対面診療と電話再診で血糖コントロールの違いについて比較検討し、電話

再診で血糖コントロールが悪化する患者さんのリスク因子を検討することで、採血を含め

た対面診療を要する患者さんの背景を検討するため。 

《研究に至る背景》 

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、時限的な措置として、電話による再診が

可能となりました。一方で、外出自粛による運動量の低下や食習慣の変化により血糖コン

トロールが急激に悪化している例も散見されます。電話による再診では、採血をすること

ができないため、糖尿病が悪化している場合に治療を強化することが遅くなり、合併症の

進行が懸念されることから、適切な頻度で採血を含めた対面診療を要する患者さんの背景

を抽出することが求められると考えられました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 8月 21日 ～ 2021年 12月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する
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ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門 部長 

森 保道 のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、問診票、薬歴、看護記録など 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 内分泌代謝科 森 保道 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2021年 9月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 内分泌代謝科 鈴木優矢 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床生理検査部、虎の門病院健康管理センターでは、以下の臨床研究を実施し

ております。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読

みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある

場合、またはこの研究に「自分や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2009年 1月５日～2020年 6月 30日の間に、虎の門病院付属

健康管理センターにて血圧脈波伝播速度および頸動脈エコー検査を受けられた方 

 

【研究課題名】  

動脈硬化性変化に伴う臨床生理検査指標の閾値について 

－脈波伝播速度・頸動脈内膜中膜複合体の肥厚にもとづいた冠動脈硬化性変化の推定－  

【研究の目的・背景】   

《目的》 

脈波伝播速度・頸動脈内膜中膜複合体の肥厚度の評価にもとづいた、冠動脈における動脈

硬化性変化の推定が、臨床的に有用な方法であるかを調査すること。 

《研究に至る背景》 

血圧脈波伝播速度・頸動脈エコー検査から得られる、動脈の硬さ・頸動脈内壁の厚さなど

の情報は動脈硬化の指標になります。しかしながら受診者の中にはこれら検査が異常値で

も無自覚であることから、そのままにされていることがあります。近年これら両指標の異常

高値は心筋梗塞や脳梗塞などのリスク状態を反映することが明らかにされました。個々の

検査における診断精度は高いものではないですが、これらを組み合わせて評価することで

心筋梗塞や狭心症につながる冠動脈の状態をより有効に推測できることが考えられます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 8月 25日 ～ 2021年 9月 30日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 臨床生理検査部 小池由佳子のもと研究



 

 

2017.8 

 

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、MRI画像データ、CTデータ、受診者アンケートなど  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 臨床生理検査部 小池由佳子  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021年 3 月３1日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床生理検査部 ・ 菊地隆司 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院付属健康管理センター ・ 井上真理子 

電話 03-3560-7777(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経外科では，以下の臨床研究を実施しております．この研究は，通常の

診療で得られた記録をまとめるものです．この案内をお読みになり，ご自身またはご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で，ご質問がある場合，またはこの研究に

「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら，遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください． 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2016 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 5 月 31 日の間に，症候性の

頭蓋内主幹動脈閉塞性病変のために虎の門病院に入院・通院し、浅側頭動脈‐中大脳動脈

吻合術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

頭蓋内主幹動脈病変による血行力学的脳虚血に対する急性期バイパス術の治療成績 

【研究の目的・背景】   

日本における脳卒中ガイドラインにおいては脳血流検査において脳虚血を有する慢性期

の頭蓋内主幹動脈閉塞性病変に対しての頭蓋外‐内バイパス術が推奨されています。しか

し急性期の頭蓋内主幹動脈閉塞性病変に対するバイパス術についてはその有用性は確立さ

れてはいないものの、手術により症状の進行が抑えられる例も多数存在されています。こ

のことから過去 5 年間に遡って当院での手術成績を検討し，これから同様の疾患の治療を

受ける患者さん方にとって有用な情報を得る事を目的とします． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 8月 21 日 ～  2021年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前，ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します．学会や学術雑誌

等で公表する際にも，個人が特定できないような形で発表します． 

また，本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院脳神経外科医長堀川弘吏のもと研究終了

後 5 年保管いたします．保管期間終了後，本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します． 

 

【利用する診療情報】  
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診療情報： 診療記録，MRI, CTなどの画像データ  

 

【虎の門病院における研究責任者】  

脳神経外科  堀川 弘吏 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は，個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが，研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます． 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問，お問い合わせがある場合，またはご自身またはご家族の診療情報に

つき，開示または訂正のご希望がある場合には，下記相談窓口までご連絡ください． 

また，ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので， 2020 年 12 月 31 日までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください．この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません． 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経外科 堀川 弘吏   

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院脳神経血管内治療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下

記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

・2013 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日の間 に、頭蓋内の硬膜動静脈瘻に対し

て血管造影検査及び治療が行われた方 

 

が対象となります。 

 

【研究課題名】Clinical significance and angiographic features of pial arterial supply to 

intracranial dural arteriovenous fistulas: a multicenter retrospective study 

（頭蓋内硬膜動静脈瘻における硬膜内脳動脈からの供血の血管構築とその臨床的重要性：

多施設共同研究） 

 

【研究の目的・背景】   

硬膜動静脈瘻とは、硬膜という脳を覆う膜の部分で動脈と静脈が直接交通し、圧の高い動

脈の血液が静脈に流れ込む病態です。このため脳出血などの重篤な症状を来すことがあり、

その診断と治療は重要です。治療法としては血管内治療（塞栓術）、開頭手術、放射線治療

などがあり、最近では開頭手術をすることなく根治が得られることから血管内治療が選択

される機会が増えています。血管内治療による病気の根治性や危険性は動静脈瘻を形成し

ている動脈・静脈の血管の種類やその構築により異なります。硬膜内脳動脈からの供血さ

れている場合（pial arterial supply）には、血管内治療で根治を得ることが難しく、かつ

合併症のリスクも高いことが推測されます。しかし、これまで、硬膜内脳動脈から供血さ

れる硬膜動静脈廔に関してその血管構築や治療成績を検討した報告は殆どありません。本

研究の目的は、硬膜動静脈瘻における硬膜内脳動脈からの供血とその血管構築、血管内治

療の治療成績との関連を明らかにすることです。さらに、本研究によりある一定の血管構

築のパターンと治療リスクに関連が発見されれば、個々の患者さんに応じてより安全な治

療を施行することが可能となることが期待されます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 8月 21 日 ～ 2023 年 4 月 30 日 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 
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【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究事務局である 京都大学医学部脳神経外科学教室 

石井暁 のもと論文発表後 10 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記

録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、ファイルにパスワードを設定した上で京都大学医学部へメー

ルで提供し、パスワードは別メールで送付する形といたします。また、MRI などの画像フ

ァイルは DVD またはハードディスクで京都大学医学部に郵送いたします。 

 

研究事務局及び相談窓口： 

京都大学医学部 脳神経外科学教室 

住所：京都府京都市左京区聖護院川原町 54  電話：075-751-3459 

 

 

【利用する診療情報】  

本研究では患者さんの既に施行されている画像検査・治療手技の情報とカルテに記載さ

れている診療情報を調査・解析します。臨床情報は診断名、症状、年齢、性別、手術記録、

臨床転帰で画像検査は血管造影検査および治療前後の MRI,CT です。臨床情報は匿名化さ

れ研究事務局（京都大学脳神経外科学教室）にメールで送付され、画像データは DVD また

はハードディスクで郵送され同教室にて保存されます。画像評価・解析は、匿名化された

画像情報を本研究の複数の画像判定委員が事務局に集まり行います。 

 

【研究代表者】 

大分大学医学部付属病院放射線部  清末 一路 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

脳神経血管内治療科 鶴田和太郎 
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【利用する者の範囲】 

研究協力施設（50 音順）：  

  研究分担者 聖路加国際病院神経血管内治療科 新見 康成  

        筑波大学脳神経外科脳卒中予防・治療学講座 松丸祐司   

        岡山大学脳神経外科学講座  平松匡文     

東海大学脳神経外科学講座 Kittipong Srivatanakul   

        国立循環器病センター脳神経外科 佐藤 徹  

        藤田保健衛生大学脳卒中センター 中原一郎  

        富山大学脳神経外科学講座 秋岡 直樹 

大分大学放射線科 井手 里美 

     昭和大学藤が丘病院脳神経外科学講座 津本智幸   

     虎の門病院脳神経血管内治療科 鶴田和太郎  

        小倉記念病院脳神経外科 波多野武人  

        広南病院血管内脳神経外科 佐藤健一  

        永冨脳神経外科病院放射線科 堀 雄三  

         神戸中央市民病院脳神経外科  今村 博敏      

        トロント大学放射線科  Timo Krings  

  情報提供元機関： 

聖路加国際病院神経血管内治療科部長   新見 康成   

       筑波大学脳神経外科脳卒中予防・治療学講座教授 松丸祐司  

       岡山大学脳神経外科助教  平松匡文    

       東海大学脳神経外科講師 Kittipong Srivatanakul     

       国立循環器病センター脳神経外科医長 佐藤 徹  

       藤田保健衛生大学脳卒中センター教授 中原一郎  

       昭和大学藤が丘病院脳神経外科教授 津本智幸   

       虎の門病院脳神経血管内治療科部長 鶴田和太郎  

       小倉記念病院脳神経外科部長 波多野武人  

       広南病院血管内脳神経外科部長 松本康史  

        永冨脳神経外科病院放射線科部長 堀 雄三 

        京都大学脳神経外科 講師 石井 暁  

        富山大学脳神経外科 講師 秋岡 直樹 

        神戸中央市民病院 医長 今村 博敏 

        久留米大学放射線医学講座 講師 田上秀一      

        トロント大学放射線科 教授 Timo Krings 

 

研究事務局  京都大学脳神経外科学講座  石井 尭   

       京都大学脳神経外科学講座 大川 将和  
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【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身・ご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 4 月 30 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  脳神経血管内治療科 ・ 鶴田和太郎 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床検体検査部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常

の診療で得られた残余検体と記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自

分の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 病院長承認日 ～ 2022 年 12 月 31 日の間に、虎の門病院に

入院・通院し、サイログロブリン血中濃度測定を受けられた方 

 

【研究課題名】  

全自動化学発光蛍光酵素免疫測定法を用いたサイログロブリン測定の基礎的検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

血中サイログロブリン測定試薬「ルミパルスプレスト iTACT Tg」(富士レビオ株式会社)の

基礎性能を評価し、抗サイログロブリン抗体との交差反応性についての検討を行ないます。 

 

《研究に至る背景》 

血中サイログロブリン測定試薬「ルミパルスプレスト iTACT Tg」は今まで抗サイログロ

ブリン抗体との交差反応性について詳細な検討がなされていませんでした。本研究におい

て詳細に検討できれば本測定試薬の臨床的有用性を確認することが期待されます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 9月 23 日 ～  2023年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は研究責任者である虎の門病院臨床検体検査部小池由佳子

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報および検体（試料）は虎の門病院外へは提供致しません。 

 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：抗サイログロブリン抗体の測定値 

検体（試料）： 血液（血清）  

 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 臨床検体検査部 小池 由佳子 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、2023 年 1 月 31 日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床検体検査部 戸来 孝 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読み

になり、ご自身または御家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、

ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身またはご家族の診療情報を使って

ほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くだ

さい。 

 

【対象となる方】 

本研究の対象となる患者さんは、自己免疫疾患を合併する非小細胞肺がんの方

で、西暦 2010年 1月 1日から西暦 2020年 2月 29日の間に呼吸器内科で抗がん

剤による治療を受けた方です。 

 

【研究課題名】  

自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤の安全

性と有効性を検討する多施設後方視的研究(NEJ-047試験) 

【研究の背景・目的】 

 

背景：免疫チェックポイント阻害剤は、がんに対する免疫機能を活性化させ

ることで抗がん効果を発揮します。しかしにながら、自己免疫疾患を有する患

者さんにおいては、がんに対する免疫機能が活性化することにより、もともと

の自己免疫疾患にどのような影響があるのかについてのデータが乏しいのが現

状です。 

 

目的：本研究では、自己免疫疾患を合併する非小細胞肺がん患者さんにおける

免疫チェックポイント阻害剤の安全性と有効性について、通常の診療で得られ

たデータを収集・解析することでより良い治療法を確立することを目的として

います。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

2020年 9月 23日から 2022年 12月 31日まで 

 

【単独／共同研究の別】 



多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】 

患者さんの情報は、個人を特定できる情報とは切り離した上で使用します。ま

た、研究成果を学会や学術雑誌で発表されますが、患者さん個人を特定できる

情報は含みません。下記のカルテ情報を記載した記録用紙は、各参加施設より

順天堂大学呼吸器内科へ郵送し、回収します。記録用紙には、患者さんの氏名

や生年月日等、個人が特定できるような情報は一切含まれません。回収したデ

ータは、特定の関係者以外がアクセスできない状態で管理されます。情報の保

管場所は、IRB承認書の写しとその記録等は NEJSG事務局（特定非営利活動法

人（North East Japan Study Groupの略で）本研究を統括しています）で、症

例報告書、症例報告書受領の記録等は順天堂大学呼吸器内科（NEJ047研究事務

局：本研究では順天堂大学病院と同義になります。）で保管されます。保管責

任者は順天堂大学呼吸器内科髙橋和久が行い、保管期間は本研究終了・中止後

5年を経過し、または研究結果の最終公表について報告された日から 3年を経

過した日のいずれか遅い日までとし、保管期間終了後はシュレッダー等を用い

て再生不能な形で破棄します。 

 

【利用する診療情報】  

利用させていただくカルテ情報は下記です。患者さんを特定できるような個人

情報（氏名、生年月日など）は、一切利用しません。 

性別, 組織型, 診断時年齢, 診断日, TNM分類・臨床病期, 遺伝子変異情報

(EGFR/ALK/ROS1/BRAF変異), PD-L1発現率, 喫煙歴, 合併症, 間質性肺疾患, 

原発巣への手術歴, 原発巣への放射線治療歴, 生存情報 

自己免疫疾患名, 自己免疫疾患診断からの年数, 自己免疫疾患増悪歴, 肺がん

診断時までに受けた自己免疫疾患への治療内容 

投与薬剤, 治療開始時全身状態 (PS), 治療開始日, 治療終了日, 投与サイク

ル数, 最良効果, 増悪確認日(増悪ない場合最終無増悪確認日) 

投与の有無 (投与未実施の場合の理由), 投与薬剤, 治療ライン, 前治療薬

剤・最終投与日, 治療開始時全身状態(PS), 治療開始日, 治療終了日, 投与サ

イクル数,最良効果,増悪確認日, 免疫チェクポイント阻害剤開始前の自己免疫

疾患に対する治療, 開始時血液検査所見 

自己免疫疾患増悪の有無, 増悪日, 自己免疫疾患増悪の治療内容, 免疫チェク

ポイント阻害剤継続の有無 (継続, 一時中断, 中止) 

免疫関連有害事象(irAE)の有無, irAE出現までの日数, irAEのグレード 

(CTCAE), irAEの治療内容, 免疫チェクポイント阻害剤継続の有無 (継続, 一



時中断, 中止) 

【研究代表者】  

順天堂大学医学部附属順天堂医院 髙橋和久 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 呼吸器センター内科部長 髙井大哉 

 

【利用するものの範囲】 

別紙参加施設一覧に記載。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支

障がない範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧するこ

とができます。情報公開のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡く

ださい。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療

情報につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連

絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、2020年 12月 31日までの間

に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスに

おいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 髙井 大哉 

電話 03-3588-1111(代表) 

 

 

 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院付属健康管理センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2010 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日の間に、虎の門病院付属

健康管理センターにて人間ドックを受けられた方を対象としています。 

 

【研究課題名】  

アルブミン尿の危険因子の探索 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》動脈硬化の原因である血管内皮機能を反映するアルブミン尿の危険因子を調べ

ることにより動脈硬化予防に寄与することが目的です。 

《研究に至る背景》 

虎の門病院の人間ドックでは尿中アルブミン濃度を測定していますが、病院では糖尿病

の方にしか測定することができず、健康な方のアルブミン尿のデータは貴重です。アルブ

ミン尿は動脈硬化の初期の指標であるため、これらのデータを用いることにより動脈硬化

の危険因子を調べることは動脈硬化の予防に寄与できると考えます。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 9月 25日～2025年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院付属健康管理センター単独研究です。 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院付属健康管理センターの戸田晶子のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定

できない形で廃棄します。 
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【利用する診療情報】  

問診記録、身体所見、血液検査、尿検査  

 

【研究責任者】 

虎の門病院付属健康管理センター 戸田晶子 

    

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2020 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院付属健康管理センター 戸田晶子 

電話 03-3586-7777 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院リハビリテーション部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身や

ご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの

研究に「ご自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮

なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2019 年 9月 1 日 ～ 2020 年 8月 25 日の間に、慢性腎不全

のために虎の門病院腎センター内科に入院・通院し、腎臓リハビリテーションを行った方 

 

【研究課題名】  

慢性腎不全患者における腎臓リハビリテーションの効果に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 本研究の目的は、慢性腎不全（Chronic kidney disease：CKD）を有する方における、

腎機能および心身機能に対する腎臓リハビリテーションの効果を明らかにすることです。 

 

《研究に至る背景》 

 CKD の方は、健康な方と比較して筋力や持久力などの心身機能が低下している割合が高

いことが知られています。そして、それらの低い心身機能が腎機能低下や透析導入、生命

予後不良などの負の結果を招く可能性が高いことが分かってきています。そのため、心身

機能を改善するために、運動や栄養管理などを中心とした腎臓リハビリテーションを行う

ことで、負の結果を防ごうとする取り組みが行われています。しかし、これらの研究は長

期間を要し、発展途上の研究領域であることなどを理由に明確な効果は明らかではありま

せん。そこで、低心身機能を改善するために重要な因子や腎臓リハビリテーションの効果

を検証し、腎臓リハビリテーションにおける新たな知見を得ようと本研究を着想しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 9月 23 日 ～  2021年 12月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

 

【個人情報の取り扱い】  
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院リハビリテーション部・中道健一のもと

研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が

特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報を虎の門病院外へ提供する予定なし。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴、看護記録、理学療法実施記録  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

リハビリテーション部・中道 健一 

 

【利用する者の範囲】 

特になし 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  リハビリテーション部・市川 雄大 

電話 03-3588-1111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

２０20年８月２５日 

 

虎の門病院血液内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究

の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご

家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口ま

でご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： ２０13年１月１日 ～ ２０１９年２月 28日の間に、虎の門病

院血液内科に入院・通院し、血液疾患に対し初回の臍帯血移植を受け、ATG治療をおこな

った方 

 

【研究課題名】  

臍帯血移植後重症生着前免疫反応に対するATGの治療効果の検討 

 

【研究の目的・背景】   

同種移植は難治性の血液疾患に対して完治を望める強力な治療法です。同種移植には造

血幹細胞を提供するドナーが必須です。そのドナーの選択肢の一つとして臍帯血移植があ

ります。臍帯血移植はこの２０年の間に本邦で急速に発展し、生着率の改善をはじめとした

安全性担保の工夫が日々検証されています。一方で未だ健康な若年成人への臍帯血移植で

もおおむね２０％の治療関連死亡率が示されており、この死亡率の改善が強く望まれます。

治療関連死亡率の要因として、感染症・治療毒性、そしてＧＶＨＤを始めとする免疫反応が

あります。中でも臍帯血移植に特有の生着前免疫反応（ＰＩＲｓ）が重症化した場合、格段

に死亡率が上昇することが知られております。そこで今回はＰＩＲｓに対し抗ヒト胸腺細

胞ウサギ免疫グロブリン（ＡＴＧ）を投与した例の経過を後方視的に解析し、より安全性の

高い臍帯血移植の確立の一助とするのが目的です。 

 

【研究のために診療情報解析研究する期間】 

2020年 9月 23日 ～ ２０２２年３月３１日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ
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とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院血液内科 内田直之のもと研究終了後 5 年

間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で

廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、画像検査、治療経過などのカルテ情報（診療録・

看護記録・薬歴・X線等フィルムを含む） 

 

【研究責任者】 

血液内科 内田 直之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身あるいはご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身あるいはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけ

ない場合には研究対象といたしませんので、ご自身又はその代理人の方は２０２０年 12月

３1 日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービ

スにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 血液内科 景山 康生・内田 直之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2014 年 1 月 1 日〜2019 年 12 月 31 日の間 に、 アレルギ

ー性気管支肺炎真菌症またはアレルギー性気管支肺アスペルギルス症 のために虎の門病

院呼吸器センター内科科に入院・通院し、 治療 を受けられた方 

 

【研究課題名】  

アレルギー性気管支肺真菌症 第２回全国実態調査  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

下記＜研究に至る背景＞で説明の通り、新しいアレルギー性気管支肺炎真菌症またはアレ

ルギー性気管支肺アスペルギルス症の診断基準を作成したので今回は妥当性を確認し、難

治症例の特徴・治療指針の作成に必要な基礎データを収集することを目的とする。 

《研究に至る背景》 

日本におけるアレルギー性気管支肺炎真菌症またはアレルギー性気管支肺アスペルギルス

症の臨床像がこれまでの海外からの報告と異なっていることがわかり、本疾患の従来の診

断基準では診断困難な症例も多数存在することがわかりました。そこで全国調査に基づき、

従来のアレルギー性気管支肺炎真菌症またはアレルギー性気管支肺アスペルギルス症診断

基準より利便性の高い、10 項目からなる新しい診断基準を作成しました。 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 10 月 22 日 ～  2021 年 12 月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院呼吸器センター内科 医長 宮本篤 のも
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と研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人

が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 東海大学医学部内科学系呼吸器内科学 へ CDROM

に格納し配達記録付きにて郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 検査データ、診療記録、胸部レントゲン/CT データ、薬歴  

 

【研究代表者】  

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学 教授 浅野浩一郎 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

呼吸器センター内科 高井大哉 

 

【利用する者の範囲】 

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学 教授 浅野 浩一郎 

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学 准教授 小熊 剛 

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学 助教  田中 淳 

日本呼吸器学会認定施設、日本呼吸器学会関連施設(https://www.jrs.or.jp)、日本アレル

ギー学会認定教育施設（内科系）(https://www.jsaweb.jp)に属する施設 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身またはご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2020 年１2 月 1 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  呼吸器センター内科 高井大哉  
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電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院 病理部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「自分やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思い

になりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

 2003年 1月 1日から 2018年 12月 31日まで当院で肺癌と診断された方。 

 

【研究課題名】  

肺癌 WHO分類 2021年版に向けた病理学的診断の変化の検討 

 

【研究の目的・背景】   

 2021年に肺癌の病理学的診断である WHO分類が改訂される予定です。本研究

では、改訂が検討されている病理学的事項について、診療情報を用いて検討

し、診断内容の変化や再発率への影響などを検討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 10月 29日から 2023年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究し

ます。学会や学術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表

します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 病理部 宇留賀 公紀のもと研究

終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：病理検査結果 

診療録(年齢、性別、喫煙歴、治療、再発の有無、再発までの期間など)  
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【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 病理部 高澤 豊 

  

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支

障がない範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧するこ

とができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情

報につき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡く

ださい。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いた

だけない場合には研究対象といたしませんので、 2021年 1月 31日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにお

いて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【研究資金】 

虎の門病院 院内研究費、ならびに冲中記念成人病研究所 研究助成金を研究資

金とします。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 病理部 宇留賀 公紀 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床感染症科および呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施してお

ります。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「ご自身またはご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2020 年 1 月 1 日～2022 年 3 月 31 日の間に、新型コロナウイルス感染症（以下、

COVID-19）のために虎の門病院に入院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

COVID-19に関するレジストリ研究 

 

【研究の目的・背景】   

2019年12月から中国の武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎の集団発生が確認され

ました。COVID-19に対する有効性が確認された治療法は限られていますが、重症例を中

心に抗ウイルス薬などの薬剤が投与されはじめています。どのような方が重症化しやすい

か、妊婦や小児の患者さんなどにおいてどのような経過をたどるのかなど、多くのことが

まだわかっていません。 

この研究では、COVID-19と診断された方に参加していただき、重症化する方の特徴や

経過、薬剤投与後の経過など、COVID-19に関する様々な点について明らかにするための

情報を集めることを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020年 10月 22日 ～ 2024年 3月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また本研究に関わる記録・資料は、国立研究開発法人国立国際医療研究センター 大曲 貴夫

のもと保管いたします。本研究で取得する情報は医学的に大きな意義のある貴重な情報で

あるため、原則として可能な限り永久保存されます。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、国立研究開発法人国立国際医療研究センターへ電子的配信で

提供いたします。最終的なデータは、国立研究開発法人国立国際医療研究センター 大曲 

貴夫のもとで保管されます。 

研究のデータは、WHOなどの国際的な研究グループと共有する場合があります。その場合、

個人の特定ができない状態で共有します。また社会的意義があると判断される場合、研究デ

ータの解析結果を企業等に提供する場合があります。この場合も個人の特定はできません。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報（症状、基礎疾患、渡航歴、接触歴、症状の経過等）・ウイルス検査を含む検査結

果などを、研究に使用させて頂きます。 

 

【研究代表者】  

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際感染症センター 大曲 貴夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床感染症科 部長  荒岡 秀樹 

 

【利用する者の範囲】 

研究代表機関： 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 

情報提供機関： COVID-19の方を診療した国内全ての医療機関 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究解析の対象といたしませんので、202２年６月 3０日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。ただし、COVID-19は新規の指定感染症であり社会的に重要な

情報ですので、データの保管はさせていただきますことをご了承ください。この場合も診療

など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 
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虎の門病院  臨床感染症科 部長  荒岡 秀樹 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



②虎の門病院 情報用 

業務上の情報を利用した研究について 

 

虎の門病院看護部では、以下の研究を実施しております。この研究は、業務で得た情報を

まとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われ

る方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお

思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：２０１８年１月４日～２０１８年２月２８日の間に、虎の門病院看護

管理者のコンピテンシー評価会議を受けられた方 

 

【研究課題名】  

「看護管理者のコンピテンシー・モデル」の信頼性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

看護管理者の行動評価指標である「看護管理者のコンピテンシー・モデル」の信頼性を

検討する。 

《研究に至る背景》 

虎の門病院看護部で、看護管理者が目指すべき行動目標を明らかにした評価指標「看護

管理者のコンピテンシー・モデル」を開発し、2008 年に運用開始して 10 年経ちまし

た。今回の研究で「看護管理者のコンピテンシー・モデル」の信頼性を明らかにすること

で、看護管理者の実践評価ツールとしての有用性を示したいと考えています。それによっ

て、全国の看護管理者の教育・育成の発展に貢献できると考えます。 

 

【研究のために情報を解析研究する期間】  

2018年 6月 26日  ～  ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院 福家幸子のもと研究終了後 5 年間保管い

たします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄しま

す。 
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【情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号

等におきかえたうえでパスワードを付与して CD に保存し、東京共済病院看護部、慶應義

塾大学看護医療学部、放送大学教養学部、昭和大学保健医療学部へ書留郵便で提供します。 

 

【利用する情報】  

１．「コンピテンシー・モデル」に基づいた評価結果と事例 

１）２０１８年１～２月に行われたコンピテンシー評価会議で合議する前の、３人の評価

者それぞれの評価結果を回収します。コンピテンシーの事例報告を評価者が読み、〇、

×の２者択一で行った評価結果です。同じ事例を読んだ３名の評価結果が、評価会議前

の時点でどの程度一致しているのかを統計的に分析します。 

２）事例を当時と同じ評価者が 5 か月後に読み、以前と評価が一致するのかあるいは評

価が変わるのか検証します。 

２．対象者の属性に関するデータ 

 経験年数、職位、年齢、性別 

 

【研究代表者】  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院・看護部・宗村美江子  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

看護部・宗村美江子 

 

【利用する者の範囲】 

東京共済病院・看護部・若本恵子 

慶應義塾大学・看護医療学部・深堀浩樹 

放送大学・教養学部・戸ケ里泰典 

昭和大学・保健医療学部・小玉淑巨 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の情報につき、開示または訂

正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対

象といたしませんので、２０１８年１２月２８日までの間に下記の相談窓口までお申し出
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ください。この場合も皆様の評価などに不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 看護教育部・福家幸子  

電話 03-3588-1111(内線 7064) 

 

また、次の相談窓口もご利用いただけます。 

 虎の門病院ハラスメント委員会 北澤将 03-3588-1111(内線 7809) 

 虎の門病院分院ハラスメント委員会 西岡重吉郎 044-877-5111(内線 6003) 

 国家公務員共済組合連合会本部病院部管理課 03-3222-1848 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

     

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1987 年 1月 1日～20１9年 3月 31日の間に、虎の門病院 あるいは 虎の門病院分

院に入院・通院し、C 型肝炎に対する抗ウイルス療法を施行し C 型肝炎ウイルス（HCV）

排除を達成した方。 

 

【研究課題名】 

C 型肝炎ウイルス排除後の肝発癌に寄与する要因の検討 

 

【研究の目的・背景】 

HCV に対する抗ウイルス療法の進歩により高率にウイルスを排除できる時代を迎えまし

たが、その反面ウイルス排除後の肝発癌患者さんの増加が懸念されています。今回はHCV

排除後の肝発癌に影響する要因を過去の情報を用いて検討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2015年 2月 16日 ～ 2025年 12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人との関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ

る記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科事務局に送り保管します。責任者の虎の門病院・

分院肝臓内科、芥田憲夫のもと保管し、研究終了後は責任者の、現責任者退職後も所在を

はっきりとし、施錠とパスワード設定できるセキュリティーのもと永年保管します。 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 



診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人との関わりのな

い番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院へ提供したします。 

 

【利用する診療情報】 

診断名（慢性肝炎/肝硬変/肝臓癌）、年齢、性別、既往歴、臨床検査値（AST/ALT/血小板

数/血糖値/総コレステロール/中性脂肪/LDLコレステロール/HCV RNA量/HCVコア領

域 70番・91番のアミノ酸置換/HCV NS5A 領域 31番・93番のアミノ酸置換/IL28B

遺伝子多型等）、肝線維化マーカー（M2BPGi/オートタキシン）、画像検査（腹部超音波

/CT/MRI等）、薬歴（インターフェロン製剤の種類等） 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象としませんので、2019 年 12 月 27 日までの間に下記の相談窓口までお

申出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 044-877-5111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

  

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2010 年 1月 1日～20１9年 3月 31日の間に、虎の門病院 あるいは 虎の門病院分

院に入院・通院し、C型肝炎ウイルス（HCV）に対する内服の抗ウイルス療法（NS3-4A

プロテアーゼ阻害剤/NS5A阻害剤/NS5B阻害剤の3系統の薬剤の組み合わせを用いた併

用治療）を施行した方。 

 

【研究課題名】 

C型肝炎における直接作用型抗ウイルス薬（DAAs）の抗ウイルス効果・薬剤耐性の検討 

 

【研究の目的・背景】 

HCVに対する抗ウイルス療法は、副作用の強いインターフェロンを併用する治療から、副

作用の少ない内服薬の DAAsのみで高率にウイルス排除できる時代を迎えました。一方、

ウイルスを排除できない場合は治療抵抗性の薬剤耐性ウイルス出現が問題となります。今

回はNS3-4Aプロテアーゼ阻害剤/NS5A阻害剤/NS5B阻害剤の3系統の薬剤の組み合

わせを用いた併用療法の治療成績と薬剤耐性ウイルスの経時的な変化を過去の情報から検

討します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2015年 5月 12日 ～ 2025年 12月 31日 

 

【単独/共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人との関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。また、本研究に関わ



る記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科事務局に送り保管します。責任者の虎の門病院・

分院肝臓内科、芥田憲夫のもと保管し、研究終了後は責任者の、現責任者退職後も所在を

はっきりとし、施錠とパスワード設定できるセキュリティーのもと永年保管します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人との関わりのな

い番号等におきかえたうえで、虎の門病院分院へ提供したします。 

 

【利用する診療情報】 

年齢、性別、既往歴、臨床検査値（AST/ALT/血小板数/HCV RNA量等）、NS3領域/NS5A

領域の耐性変異（NS3 領域の 80/168 番目や、NS5A 領域の 30/31/32/54/92/93

番目のアミノ酸変異）、画像検査（腹部超音波等）、薬歴 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象としませんので、2019 年 12 月 27 日までの間に下記の相談窓口までお申出くだ

さい。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはあり

ません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田 憲夫 



電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田 憲夫 

電話 044-877-5111(代表) 



③虎の門病院分院 試料・情報用 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通

常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研

究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1990 年 1 月 〜  2016 年 12 月に、B 型慢性肝炎、Ｂ型肝硬変症および

Ｂ型急性肝炎のために虎の門病院分院肝臓内科に入院・通院し、無治療または核酸アナ

ログ製剤の治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

次世代高感度 HBs 抗原測定用試薬の臨床的有用性に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型肝炎の検査マーカーの改良を目的として血液中の B 型肝炎ウイルス表面抗原（HBs

抗原）を高感度に検出する試薬を開発しております。この臨床研究では、改良した新し

い試薬で、臨床状態、特に治療に伴う臨床状態の変化をより鋭敏かつ正確に反映するこ

とができるかの検証を目的としています。 

《研究に至る背景》 

ウイルス性肝炎の治療は目覚ましい進歩を重ねてきましたが、まだ解決すべき問題が残

っています。特に B 型肝炎では、従来の HBs 抗原測定系では、臨床経過や治療に伴う

変化を十分反映していませんでした。そこで高感度の HBs 抗原測定試薬の開発と臨床

応用が期待されていました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】  

2017 年 7 月 18 日 〜 2023 年 12 月 31 日 
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【単独／共同研究の別】 

虎の門病院、虎の門病院分院、富士レビオ株式会社の多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別す

ることができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学

術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院分院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないよ

うに個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、富士レビオ株式会社、株式会社エ

スアールエルへ集配業者の委託および電子的配信などで提供いたします。また残余検体

試料は廃棄せずに研究終了後に虎の門病院分院に返却されます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

検体（試料）：血液（血清） 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木 文孝 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木 文孝 



 

 

2017.5.31 

 

 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 

富士レビオ株式会社 藤田 健 

株式会社エスアールエル 内山 達志 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了

承いただけない場合には研究対象といたしませんので、2021 年 6 月 30 日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者

の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木 文孝 

電話 044-877-5111(代表) 



①虎の門病院 試料・情報用 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族が

この研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりまし

たら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1990 年 1 月 〜  2016 年 12 月に、B 型慢性肝炎、Ｂ型肝硬変症および

Ｂ型急性肝炎のために虎の門病院肝臓内科に入院・通院し、無治療または核酸アナログ

製剤の治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

次世代高感度 HBs 抗原測定用試薬の臨床的有用性に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型肝炎の検査マーカーの改良を目的として血液中の B 型肝炎ウイルス表面抗原（HBs

抗原）を高感度に検出する試薬を開発しております。この臨床研究では、改良した新し

い試薬で、臨床状態、特に治療に伴う臨床状態の変化をより鋭敏かつ正確に反映するこ

とができるかの検証を目的としています。 

《研究に至る背景》 

ウイルス性肝炎の治療は目覚ましい進歩を重ねてきましたが、まだ解決すべき問題が残

っています。特に B 型肝炎では、従来の HBs 抗原測定系では、臨床経過や治療に伴う

変化を十分反映していませんでした。そこで高感度の HBs 抗原測定試薬の開発と臨床

応用が期待されていました。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2017 年 7 月 18 日 〜 2023 年 12 月 31 日 



2017.5.31 

 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院、虎の門病院分院、富士レビオ株式会社の多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別す

ることができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学

術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝 のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院分院で特定の個人を識別することができないよ

うに個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、富士レビオ株式会社、株式会社エ

スアールエルへ集配業者の委託および電子的配信などで提供いたします。また残余検体

試料は廃棄せずに研究終了後に虎の門病院分院に返却されます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録、薬歴 

検体（試料）：血液（血清） 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木 文孝 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 



2017.5.31 

 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木 文孝 

富士レビオ株式会社 藤田 健 

株式会社エスアールエル 内山 達志 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない

範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了

承いただけない場合には研究対象といたしませんので、2021 年 6 月 30 日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者

の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この

研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005年 1月 〜 2017年 3月に、肝細胞癌に対して肝疾患にて虎の門病院及び虎

の門病院分院に入院・通院し、従来治療が困難で粒子線治療を受けられた方です。 

 

【研究課題名】  

肝細胞癌患者における粒子線治療に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》肝細胞癌患者において、虎の門病院及び虎の門病院分院における粒子線（陽子線、

重粒子線）治療の有効性を明らかにすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

近年、定位照射など高線量域をより限局させる照射法の開発や腫瘍の呼吸性移動を考慮し

た治療法の開発の技術的な進歩に加え、肝の放射線に対する耐容性の知見も示されており

ます。それによって肝腫瘍に対して高線量の照射を安全に行うことが可能となり、高エネル

ギーX 線を用いた HCC の治療で高い局所制御率および良好な生存期間が報告されていま

す。また、X線に比べて線量集中性に優れる陽子線や炭素イオン線のような荷電粒子線を用

いた治療でも、HCCに対する優れた局所効果や良好な長期成績が示されているものの、粒

子線治療は保険適応にはなっておらず自費診療となるため、症例数が限られているのが現

状です。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017年 8月 18日 ～ 2025年 1月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ



 

 

 

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院、虎の門病院分院 責任者：鈴木 義之のも

と研究終了後も永年保管であり、廃棄はしません。 

 

【診療情報を虎の門病院あるいは虎の門病院 分院外へ提供する場合】 

虎の門病院本院から虎の門病院 分院へ診療情報提供を行うことはないが、虎の門病院 

分院から虎の門病院へ情報診療提供を行う際には、虎の門病院 分院患者の個人情報は対

応表を用いて匿名化し、情報のみを USBなどの記録媒体で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診断名、年齢、性別、身長・体重等の身体所見、既往歴・等の病歴、血液・生化学的所見等

の採血所見、腹部エコー、CT、MRI、体組成等の画像・生理検査所見、病理組織検査所見、

治療経過・薬の使用状況等 

 

【研究代表者】  

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木 義之 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

虎の門病院 分院 肝臓内科 鈴木 義之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、平成 30 年 12 月 31 日までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 



 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科、虎の門病院 分院 肝臓内科 小南 陽子 

電話：虎の門病院 03-3588-1111(代表) 

   虎の門病院 分院  044-877-5111(代表) 

 



臨床情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院及び虎の門病院分院肝臓内科、虎の門病院消化器外科では、通常の診療で得ら

れた過去の記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象

者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使

ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2005 年 1 月 〜 2018 年 5 月に、虎の門病院・同分院肝臓内科、同消化器外科で

肝癌に対してラジオ波焼灼療法(RFA: radiofrequency ablation)もしくは肝切除治療を受

けられた方 

 

【研究課題名】  

Multipolar RFA device (CelonPOWER)を使用した肝癌に対する RFA 治療の実態, 既存

の Monopolar RFA device 及び肝切除術との治療後の再発形式を含めた治療成績・予後

の比較検討 

 

【研究の目的】   

 Multipolar RFA devise (CelonPOWER)を使用した RFA 治療の実態の検討及び、

Multipolar RFA devise を使用した RFA 治療により、RFA 治療後の再発率を肝切除と同

様のレベルまで抑えることができるようになるか肝切除後の再発率と比較検討し、長期予

後を含め、腫瘍の性状ごとに、より適切な治療法選択を模索する。 

 ※用語説明；RFA (radiofrequency ablation：ラジオ波焼灼療法) 

 

【研究に至る背景】 

Multipolar RFA device である”CelonPOWER”を用いて,標的結節に対して複数本穿

刺による焼灼が可能となり,腫瘍に直接穿刺せずに焼灼(no-touch ablation)や,主要血管近

傍の標的に対する, 血管を避けた穿刺経路の計画が行いやすくなった一方で, 複数本穿刺時

の標的結節と電極針の位置関係の把握が,やや困難になった点も挙げられます. 

今回当院で CelonPOWER を用いて RFA を施行された方における、治療支援の状況（CT

ガイド、V navi ガイド等）、治療対象結節の選択状況、治療予後、CelonPOWER 以外の

従来型電極針との治療支援、治療予後の比較等を行い、Multipolar RFA device であ

る”CelonPOWER”の有用性を明らかにすること、また同様の腫瘍条件で肝切除となった

方との再発形式、予後の比較を行うことで、今後より最適に CelonPOWER を含めた複数

電極を、状況にあわせ的確に使用していくことができるようになる可能性があると考え、



本研究を立案いたしました。 

 

【研究期間】  

調査資料の調査期間  2005 年 1 月 〜 2018 年 5月 

研究期間  2017年 8月 25 日 ～ 2022 年 3 月 31日 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院・同分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表させていただきます。 

また、本研究に関わる記録・資料は『保管責任者 虎の門病院 肝臓内科 川村祐介』のもと 

破棄せず永年保管いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院分院 肝臓内科外へ提供する場合】 

診療情報は、虎の門病院分院 肝臓内科で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等に置き換えたうえで、虎の門病院 肝臓内科へ USB 記録媒体にて院

内の配送ルートを用い配送いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長・体重等の身体所見、既往歴・等の病歴、血液・生化学的所見

等の採血所見、腹部エコー、CT、MRI の画像・生理検査所見、病理組織検査所見、治療経

過・薬の使用状況等 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

 



【利用するものの範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 

 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2021 年 11 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 川村祐介 電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 電話 044-877-5111 (代表) 

 

 



臨床情報を利用した臨床研究について 

 

 

虎の門病院及び虎の門病院分院肝臓内科、虎の門病院健康管理センターでは、以下の臨床

研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめるもの

です。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、

ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1997 年 1 月～2019 年 2 月に、虎の門病院・同分院 (肝臓内科)・健康管理センターで

病歴・採血・腹部超音波検査の結果から脂肪肝と診断された方 

 

【研究課題名】  

脂肪性肝疾患症例における臨床経過での肝機能改善、増悪が悪性疾患を含めた合併症発症

率に及ぼす影響 

 

【研究の目的】   

 脂肪性肝疾患（Fatty liver disease）は肝細胞癌を含め、脳血管障害・心血管障害・慢性

腎障害等 種々の合併症を引き起こすリスクファクターとして広く認知されています。しか

しながら、それらの発症率に日々のエタノール摂取量が及ぼす影響、また、生活習慣改善・

悪化等で肝機能が改善・悪化された方において、これらの合併症の発症率がどのように変

化するか不明な点も多く、これらを明らかにすることを目的としています。 

 

【研究に至る背景】 

現在、食生活の欧米化を含めた、生活スタイルの変化などが原因で、脂肪肝を背景とし

た非アルコール性脂肪性肝疾患(Non-alcoholic fatty liver disease:NAFLD)による肝障

害が急速に増加してきています。NAFLD 症例の中には非アルコール性脂肪性肝炎

(Non-alcoholic fatty liver disease:NASH)へと進展し、病態が改善されない限りは、最

終的にはウイルス性肝炎と同様、肝臓の線維化が増悪し、肝硬変・肝細胞癌(hepatocellular 

carcinoma:HCC)まで進行する可能性があります。また、腹部超音波検査で脂肪肝所見を

認める方においてはエタノール摂取量増加により肝発癌率が増加することをこれまでの検

討で明らかにしてきました（9,959 例の腹部超音波にて脂肪肝を指摘された症例をエタノ

ール摂取量,20g/日, <40g-≥20g/日, <70g-≥40g/日, ≥70g/日の 4群に分け検討した結

果, エタノール摂取量 <70g-≥40gで肝発癌に対するHazard Ratio (HR) 2.48, ≥70gで

HR 12.61 と<20g/日と比較して, 有意に肝発癌促進に働くという結果でした）。しかしな



がら、これまでの検討はあくまでも初診時の採血結果所見から検討したもののため、その

後生活指導等の介入が入った後、肝機能の改善・増悪によりどの程度肝発癌率が改善・悪

化するか等は明らかになっていません。加えて、近年脂肪性肝疾患からの脳血管障害発症

率、冠動脈疾患発症率、糖尿病発症率、慢性腎障害発症率、他臓器癌発症率の増加等、種々

の合併症に対する脂肪肝、脂肪性肝障害として表出しているメタボリックシンドロームの

関与が注目されています。今回当院にて肝臓内科・健康管理センターにてフォローしてい

る脂肪肝の方を対象に、臨床経過での肝機能改善・増悪が肝発癌を含めた種々の合併症発

現にどのように影響するか、また、そこに観察開始時のエタノール摂取量がどのように関

与するかを明らかにするため今回の研究を考案いたしました。 

 

【研究期間】  

調査資料の調査期間  1997 年 1 月 〜 2019 年 2 月 

研究期間  2017 年 9 月 11 日 ～ 2022 年 3 月 31 日 

 

【単独・多施設】 

虎の門病院・同分院 (肝臓内科)・健康管理センター 多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表させていただきます。 

また、本研究に関わる記録・資料は『保管責任者 虎の門病院 肝臓内科 川村祐介』のもと 

破棄せず永年保管いたします。 

 

【診療情報を虎の門病院分院 肝臓内科外及び虎の門病院健康管理センター外へ提供する

場合】 

診療情報は、虎の門病院分院 肝臓内科及び虎の門病院健康管理センターで特定の個人を識

別することができないように個人と関わりのない番号等に置き換えたうえで、虎の門病院 

肝臓内科へ USB 記録媒体にて院内の配送ルートを用い配送いたします。 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

希望される方には個人情報、知的財産権の保護等に支障がない範囲内に限られますが研究

の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【利用するカルテ情報】  

診断名、年齢、性別、身長・体重等の身体所見、既往歴・等の病歴、血液・生化学的所見



等の採血所見、腹部エコー、CT、MRI の画像・生理検査所見、病理組織検査所見、治療経

過・薬の使用状況等 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 荒瀬康司 

 

【研究責任者】  

虎の門病院 健康管理センター・肝臓内科 荒瀬康司 

 

【利用するものの範囲】 

虎の門病院分院 肝臓内科 荒瀬康司 

虎の門病院 健康管理センター・肝臓内科 荒瀬康司 

 

【問合せ先】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、または御自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記までお問い合わせください。 

御自身の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とし

ませんので、2021 年 11 月 30 日までの間に下記の連絡先までお申出ください。この場

合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 健康管理センター 荒瀬康司 電話 03-3560-7777 (代表) 

虎の門病院 肝臓内科 川村祐介 電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木義之 電話 044-877-5111 (代表) 

 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院形成外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2017 年 1 月以降に、虎の門病院に入院・通院し、形成外科での手術・処置を受けられた

方 

 

【研究課題名】  

「日本形成外科学会疾患登録」 

 

【研究の目的・背景】   

全国で行われている形成外科手術の内容や質を継続的に評価しその結果をフィードバック

することで最善の医療を提供するための臨床現場の取組みを支援すること 

当院が患者さんにより適切な医療を提供するための形成外科専門医指導施設として施設認

定・更新をすること 

 

【病院長承認日】  

 2017 年 11 月 1 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。情報の取扱や管理にあ

たっては、関連する法令や取決め（「個人情報保護法」、「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等）を遵守していま

す。 

 

 



 

 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、一般社団法人 National Clinical Database (NCD) へ、オン

ライン登録で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

登録される情報は、性別、生年月日、手術日、疾患の学会区分、疾患部位、定時/緊急手

術の別、保険適用、指導医、術者、助手、麻酔法、手技、移植手術の場合の移植生着状況、

熱傷の場合の予後など日常診療でおこなわれている手術等の各種治療やその方法等となり

ます。 

 

【研究代表者】  

一般社団法人日本形成外科学会 ・理事長 中塚貴志  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

形成外科・江口智明 

 

【利用する者の範囲】 

一般社団法人 National Clinical Database  

一般社団法人日本形成外科学会 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合

にはデータ登録を拒否して頂くこともできます。なお、登録を拒否されたことで診療など

病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院形成外科・江口智明 

電話 03-3588-1111(代表) 

 





診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院および虎の門病院分院 肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、

ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、ま

たはこの研究に「ご自身やご家族診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、

遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2011年 1月 1日 ～ 2015年 12月 31日の間 に、初発の

肝細胞癌で HBs 抗原陰性かつ HCV 抗体陰性のために虎の門病院または虎の門病院分院 

肝臓内科に入院・通院し、治療・処置など を受けられた方 

 

【研究課題名】  

非 B 非Ｃ型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法、予後に関する後ろ向き多施設共同コホート研

究  

 

【研究の目的・背景】   

非 B非 C型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法選択状況、治療後の予後について多施設から症

例を収集し、検討を行います。 

わが国の肝細胞癌は、そのほとんどは、B 型あるいは C 型慢性肝炎を背景として発生して

きました。近年、ウイルス肝炎患者の減少と一般人口にしめる肥満者の増加を背景に、非 B

非 C 型肝細胞癌の割合が急速に増加しています。日本肝癌研究会の肝癌追跡調査報告に基

づくと、1992年に全体の 11％であった非 B非 C型は 2005年には 21％まで増加して

おり、この間の年間肝癌発生数がほぼ横ばいである事を考慮すると、発生数も約 2 倍に増

加していると推定されています。 非 B非 C型肝細胞癌は、ウイルス肝炎関連以外を全て

包括する概念です。アルコール性肝炎、非アルコール性脂肪肝炎、原発性胆汁性肝硬変、

自己免疫性肝炎など様々な背景因子をもつ雑多な集団であり、その詳細はウイルス肝炎ほ

ど検討されていません。増加しているとは言え、肝癌全体の 10～20％の集団を検討する

ためには多施設から症例を収集する事が不可欠であると考えています。本研究の目的は、

非 B非 C型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法選択状況、治療後の予後について多施設から症

例を収集し、検討を行うことです。  

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2017年 10月 17日 ～ 2021年 3月 31日  

 



 

 

2017.5.31 

 

【単独／共同研究の別】 

 多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院肝臓内科 鈴木義之・保坂哲也、虎の門病

院分院肝臓内科、鈴木文孝・保坂哲也 のもと東京大学消化器内科 小池和彦へデータを

提出いたします。 

虎の門病院では、研究終了時から 5 年間保管し保管期間終了後本研究に関わる記録・資料

は個人が特定できない形で廃棄します。虎の門病院分院では、研究終了時から 5 年間保管

し保管期間終了後本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 東京大学外に設置したデータ登録用サーバーで管理されイ

ンターネット回線 で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

HBs抗原陰性、HCV抗体陰性の非 B非 C型肝細胞癌を対象に肝細胞癌初回診断時の診断

確定日、年齢、最終生存確認日/死亡日、生死、死因、併存疾患HBc抗体、

抗核抗体 (倍)、飲酒量 (g/日) 飲酒期間、身長、体重、最大主腫瘍径(mm)、

病変数、リンパ節転移、肝外転移、門脈侵襲、静脈侵襲、胆管侵襲、病理

組織型、その他、病理詳細、腹水、脳症、胃食道静脈瘤、背景肝病理、背

景肝 F分類、背景肝A分類、背景脂肪沈着、ALB (g/dL)、TB (mg/dL)、

GOT (IU/L)、GPT (IU/L)、ALP (IU/L)、GGT (IU/L)、Cr (mg/dL)、フ

ェリチン (ng/dL)、PLT (万/mm3)、PT (%)、AFP (ng/mL)、PIVKA-II 

(mAU/mL)、AFP-L3分画 (%)、治療法、服薬内容を調査します。 

 

【研究代表者】  

東京大学医学部附属病院消化器内科 小池 和彦  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

 肝臓内科 鈴木 文孝  

 



 

 

2017.5.31 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

東京大学他 55施設 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身およびご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身およびご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、2017 年 10 月 30 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓科 鈴木 義之 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓科 鈴木 文孝 

電話 044-877-5111(代表) 



 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自

身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相

談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： １９７２年１月 1日 ～ ２０１7年１２月３１日の間 に、 B

型慢性肝炎または肝硬変のために虎の門病院肝臓内科に入院または通院し、経過観察もし

くは核酸アナログ治療もしくはインターフェロン治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

B 型慢性肝疾患症例における、抗ウイルス療法の有無別での長期予後の検討  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型慢性肝疾患に対する核酸アナログ治療が広く行われるようになり約 17 年が経過しま

した。核酸アナログ製剤（ラミブジン、アデホビル、エンテカビル、テノホビル）は、肝

内のHBV 増殖を抑制することで、肝臓の炎症を軽減し、病期の進行を抑える治療薬であり

ます。この治療により B 型慢性肝疾患からの肝癌が発生する患者さんは減少するようにな

りました。一方で B 型肝炎ウイルス感染と腎機能低下などの他臓器の病気との関連が報告

されています。そこでこの研究では抗ウイルス療法を行っていない患者さんと抗ウイルス

療法（核酸アナログ製剤投与またはインターフェロン投与）を行った患者さんを対象に、

長期間の予後を比較検討し、抗ウイルス療法によって予後が改善するかどうかを検討する

ことを目的としました。 

 

（2）意義 

当施設の B 型慢性肝疾患症例は観察期間が 10 年以上と長期間におよぶ症例が多いため、

本研究によって抗ウイルス療法の長期予後に対する影響が判明し、今後高齢化していく B

型慢性肝疾患症例をフォローアップする上での参考材料となり得る。 

《研究に至る背景》 

当院に通院している B 型慢性肝炎・肝硬変の患者さんは通院期間が 10 年以上と長期

間におよぶ方が多く、これらの患者さんは今後高齢化していくために、この研究を立案し

ました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  



 

 

 

2018年 5月 18日 ～  2022年 3月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院・虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院肝臓内科 保坂哲也のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 ・肝臓内科 ・鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院および虎の門病院分院 肝臓内科         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2022 年１月３１日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 



 

 

 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  肝臓内科 ・ 保坂 哲也 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



④虎の門病院分院 情報用 

 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院肝臓科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1996 年 1 月～2017 年 10 月までの間に、B 型慢性肝炎または肝硬変のために虎の門病院あ

るいは虎の門病院肝臓科に入院・通院し、抗ウイルス療法（核酸アナログ製剤）を受けられた方 

 

【研究課題名】  

B 型肝細胞癌症例における、核酸アナログ製剤投与による再発抑制効果 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 B 型肝細胞癌症例における、核酸アナログ製剤投与による再発抑制効果を明らかにすることで 

 す。 

 

《研究に至る背景》 

 核酸アナログ製剤の登場で、HBV の長期コントロールが可能となり、肝機能改善や肝線維化  

 進行抑制効果は既に報告されていますが, 発癌抑制効果に関しては未だ不明な点が多いです。 

 核酸アナログ製剤使用が最も推奨される症例を抽出する事により、肝発癌抑制が得られると 

 考えます。 

 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

 2018年5月18日～2021年3月31日 

 

【単独／共同研究の別】 

 虎の門病院・虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院肝臓内科 虎の門病院分院肝臓内科鈴木



 

 

2017.8 

 

 

文孝のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査等 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院肝臓内科 鈴木文孝 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木文孝 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 11 月 30 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院  肝臓内科 鈴木文孝   

電話 044-877-5111(代表) 

 

 



②虎の門病院 情報用 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療

で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身

やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談

窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

1996 年 1 月～2017 年 10 月までの間に、B 型慢性肝炎または肝硬変のために虎の門病院あ

るいは虎の門病院肝臓科に入院・通院し、抗ウイルス療法（核酸アナログ製剤）を受けられた方 

 

【研究課題名】  

B 型肝細胞癌症例における、核酸アナログ製剤投与による再発抑制効果 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

 B 型肝細胞癌症例における、核酸アナログ製剤投与による再発抑制効果を明らかにすることで 

 す。 

 

《研究に至る背景》 

 核酸アナログ製剤の登場で、HBV の長期コントロールが可能となり、肝機能改善や肝線維化  

 進行抑制効果は既に報告されていますが, 発癌抑制効果に関しては未だ不明な点が多いです。 

 核酸アナログ製剤使用が最も推奨される症例を抽出する事により、肝発癌抑制が得られると 

 考えます。 

 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

 2018年5月18日～2021年3月31日 

 

【単独／共同研究の別】 

 虎の門病院・虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院肝臓内科 虎の門病院分院肝臓内科鈴木
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文孝のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資

料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査等 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院肝臓内科 鈴木文孝 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木文孝 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2020 年 11 月 30 日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  肝臓内科 鈴木文孝   

電話 03-3588-1111(代表) 

 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究にご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくないとお

思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1976 年 6 月 1 日 ～ 2023 年 7 月 31 日の間に、 B 型 C

型慢性肝疾患 のために虎の門病院肝臓内科あるいは虎の門病院分院肝臓内科に入院・通

院し、治療および経過観察を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 肝炎ウイルス薬剤耐性変異（B・C 型肝炎）とその治療効果の研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

B 型肝炎において広く行われている核酸アナログ製剤治療においては、核酸アナログに対

する耐性ウイルスの出現が認められています。核酸アナログ製剤治療中にウイルス量の再

上昇が認められた場合（viral breakthrough）には耐性ウイルスの有無と耐性パターンを

測定することは治療において重要です。C 型肝炎の治療では、インターフェロンフリー

DAAs(Direct acting antivirals)治療が広く行われておりインターフェロンフリーDAAs

治療においても薬剤耐性ウイルスの有無や耐性パターンを検討することは、治療効果の予

測やその後の治療薬を考慮する際に重要です。 

このような背景から、B 型肝炎、C 型肝炎症例において治療前後での各薬剤に対する耐性

ウイルスの測定を行い、治療効果やその後の治療に対するウイルス側因子を明らかにする 。

ことを目的とします。 

《研究に至る背景》 

今までに当科でインターフェロンフリーDAAs 治療の失敗例（難治例）での HCV 遺伝子

解析を行ったところ NS5A 領域の 32 番アミノ酸の欠損(NS5A-P32del)例のある症例は、

DAAs再治療でもHCV排除は困難であり次世代のDAAs治療においても高度耐性でした。

現在、再治療を行うためには HCV 耐性変異の測定は重要な意味を持つことから耐性ウイル

スの存在比率と治療前後での動態や治療効果との関係が明らかにし再治療での治療効果に

反映させます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2018 年 9 月 13 日 ～ 2023 年 9 月 30 日 



 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院・虎の門病院分院共同研究・株式会社エスアールエルの共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝のもと永年保  

管いたします。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

虎の門病院の患者さんの診療情報および過去に採血された残りの検体（試料）は、虎の門

病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえ

たうえで、虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝へ送付します。送付する情報はパスワー

ドをつけた CD に格納し書留で送付し、パスワードは別途メールにて送付します。虎の門

病院分院の患者さんの過去に採血された残りの検体（試料）は、虎の門病院分院で特定の

個人を識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで、虎

の門病院の患者さんの試料とともに肝炎ウイルス遺伝子配列を測定します。測定後、虎の

門病院分院から株式会社エスアールエルへ測定した肝炎ウイルス遺伝子の配列情報を送付

し、株式会社エスアールエルではその配列情報を分析して、遺伝子の異常の部位や機能を

判読します。患者さんの診療情報は株式会社エスアールエルには送付されません。送付す

る情報はパスワードをつけた CD に格納し書留で送付し、パスワードは別途メールにて送

付します。その後、虎の門病院分院にてウイルス変異の意味を臨床情報とともに解析しま

す。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：検査データ、診療記録 など 

検体（試料）：日常診療後の残余血清 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木文孝 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木文孝 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木文孝 



 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関名 株式会社 エスアールエル 技術開発担当役員 小見和也 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。また、ご自

身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけない場合に

は研究対象といたしませんので、 2018 年 11 月 30 日までの間に下記の相談窓口まで

お申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じ

ることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    肝臓内科・ 鈴木義之  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1967 年 6 月 1 日 ～ 2017 年 7 月 31 日の間 に、C 型慢

性肝炎または肝硬変のために虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科に入院・通

院し、経過観察もしくは IFN-free 経口抗ウイルス治療(DAAs 治療)※を受けられた方 

※従来用いられてきたインターフェロンを使用しない、内服のみによる抗ウイルス治療 

 

【研究課題名】  

C 型慢性肝疾患症例におけるDAAs治療の有無別にみた肝発癌および予後の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

C 型慢性肝疾患に対する抗ウイルス薬である IFN-free DAAs 治療の台頭により、今

まで治療を行えなかったご高齢の患者さんや肝臓の線維化が進行した患者さんも治療可能

となり、9 割をこえる患者さんが C 型肝炎ウイルスを排除できるようになりました。一方

で、今後はウイルスを排除した後の肝発癌リスクや長期間の予後を明らかにすることが重

要となっています。そこでこの研究では抗ウイルス療法を行っていない患者さんと

IFN-free DAAs 治療を受けられた患者さんを対象に、肝発癌率と肝発癌に影響する因子を

明らかにするとともに、長期間の予後を比較検討し、DAAs 治療によって予後が改善する

かどうかを検討することを目的としました。 

《意義》 

虎の門病院および虎の門病院分院の C 型慢性肝疾患の患者さんは観察期間が 10 年以

上と長期間におよぶ患者さんが多いため、この研究によって IFN-free DAAs 治療における

ウイルス排除後の長期予後に対する影響が判明し、今後さらに増加する C 型慢性肝疾患の

ウイルス排除の患者さんををフォローアップする上での参考材料となり得ると考えます。 

《研究に至る背景》 

抗ウイルス療法を行っていない患者さんと比較して IFN-free DAAs 治療を行うこと

が患者さんの肝発癌および長期予後にどのように影響するかを評価した研究はないため、

この研究を立案しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  



 

 

2019年 2月 13 日 ～  2023年 9月 30 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科部長鈴木文孝のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえでパスワードを付与した CD に保存し、虎の門病院分院へ提供い

たします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院・ 肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木義之 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院及び虎の門病院分院 肝臓内科         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 



 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2019 年 6 月 30 日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2017 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 7 月 31 日の間 に、高アン

モニア血症を呈する肝硬変および肝性脳症のために虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分

院肝臓内科に入院・通院し、リファキシミン治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

肝硬変症例に対するリファキシミン使用の有効性と効果予測因子の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

肝硬変症の合併症である高アンモニア血症および肝性脳症の患者さんに対する従来の

治療はタンパク制限食によりアンモニアの発生を抑え、合成二糖類を使用することにより

腸管内でのアンモニアの吸収を抑制して血中のアンモニア濃度を低下させることが主流で

したが、そういった治療によっても繰り返し肝性脳症を発症する症例を多く経験しました。

欧米においては、難吸収性抗菌薬であるリファキシミンが腸内細菌叢に対して抗菌作用を

示すことによってアンモニアの産生を抑制し、血中アンモニア濃度を低下させ、肝性脳症

の発症を抑制することがすでに確認されており、本邦においても 2016年 9月に認可を受

け、使用可能となりました。本邦における国内臨床試験ではリファキシミンの 12週間治療

の有効性が確認されましたが、実際の診療においては 12週を超えて長期に使用する必要の

ある患者さんが多く、その有効性と安全性を評価する必要があります。そこでこの研究で

は、リファキシミンを開始後 12週以上経過された患者さんで血中アンモニア濃度の変化お

よび肝性脳症の出現の有無、有効性に関わる因子を明らかにするとともに、長期投与の安

全性を評価することを目的としました。 

《意義》 

日本におけるリファキシミン長期投与の成績は明らかではないため、この研究によっ

てリファキシミン長期投与の有効性、安全性が判明し、高アンモニア血症および肝性脳症

を呈する肝硬変症の患者さんに対する治療方針を検討する上での参考材料となり得ると考

えます。 

《研究に至る背景》 

日本では高アンモニア血症および肝性脳症を呈する肝硬変症の患者さんに対するリフ



 

 

ァキシミン治療の長期使用成績は明らかでないため、この研究を立案しました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年 2月 5日 ～  2023年 9月 30日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院分院肝臓内科部長鈴木文孝のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえでパスワードを付与した CD に保存し、虎の門病院分院へ提供い

たします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 年齢、性別、BMI、治療歴、既往歴、飲酒歴、画像検査、血液検査、肝生検結

果、腹腔鏡検査結果等  

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院・ 肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木義之 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 ・ 鈴木文孝  

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院及び虎の門病院分院 肝臓内科         

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 



 

 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身またはご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、 2019 年 3月 31日までの間に下記の相談窓

口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益

が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科 ・ 瀬崎ひとみ 

電話 044-877-5111(代表) 

 



診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場

合、またはこの研究に「ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」

とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：1980 年 1月～2019年 3月の期間で、虎の門病院・虎の門病院分

院の肝臓内科に通院もしくは入院した 20 歳以上の慢性肝疾患（C 型肝炎、B 型肝炎、非

アルコ―ル性脂肪肝炎）の方。 

 

【研究課題名】  

 慢性肝疾患の病態予測における TERT プロモーター変異の臨床的有用性 

 

【研究の目的・背景】   

慢性肝疾患の中でも特に B 型肝炎、C 型肝炎、非アルコール性脂肪肝炎は肝硬変、肝癌に

進行する可能性のある病気です。これら慢性肝疾患の確定診断、病態診断と予測のために

は肝生検、腫瘍生検、造影剤を用いた CT・MRI 等の画像検査が必要です。しかし肝生検、

腫瘍生検は出血・疼痛・肝癌播種等、画像検査は造影剤アレルギー等の危険性を伴う侵襲

的な検査であるため、侵襲の少ないマーカーの開発が期待されています。今回は、近年様々

な臓器の悪性腫瘍を含む病態進行を予測するマーカーとして期待されている Telomerase 

Reverse Transcriptase（TERT）プロモーター変異の臨床的有用性を検討します。特に、

虎の門病院・分院の肝臓内科を受診した慢性肝疾患（C 型肝炎、B 型肝炎、非アルコール

性脂肪肝炎）の方を対象に、血液中の TERT プロモーター変異に基づく肝硬変、肝癌を含

む肝臓の病態進行の診断と予測における臨床的有用性を導き出すことを目的とします。こ

の研究は、当研究機関の長の許可を受け、研究倫理審査委員会の審査を受けた研究です。 

テロメラーゼは染色体末端のテロメアを維持する酵素である。TERT 遺伝子はテロメラ

ーゼの触媒ドメインをコードし、正常な体細胞には発現していません。そのため、正常細

胞はテロメアの短縮による老化を経て、最終的にアポトーシスが誘導されます。対照的に、

癌細胞では TERT が発現しているためテロメアが維持され、老化やアポトーシスが回避さ

れます。TERTプロモーター領域の C228T および C250T 変異が、その発現調節におい

て大きな役割をしていることが報告されています。多くの癌は TERT プロモーター変異を

有しています。特に、肝臓領域では、肝硬変の状態から既に変異が出現し、肝癌への病態

進行に伴い変異を有する方が増加することが報告されています。更に、最近では侵襲の少

ない血液サンプルを用いても変異の評価が可能であることが報告されています。 

 



【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2019 年 7月 10 日 ～ 2025 年 12 月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は虎の門病院肝臓内科の芥田憲夫、虎の門病院分院肝

臓内科の芥田憲夫のもと研究終了後永年保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わ

る記録・資料は個人が特定できない形で永年保管します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院外へ提供する場合】 

この研究に関わる試料・情報は収集された時点で個人を特定できない状態（匿名化）にし

ます。匿名化された試料・情報は虎の門病院分院肝臓内科事務局に送り責任者の虎の門病

院分院肝臓内科、芥田憲夫のもとでパスワードを付けて永年保管します。患者さんの血清

は凍結して虎の門病院分院に送付します。情報はパスワードで保護されたCD-R等の媒体に

保存し、虎の門病院分院に送付します。研究終了後は、現責任者退職後も所在をはっきり

とし、施錠とパスワードで保護されたスタンドアロンPC内で永年保管します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報：採血所見、病理所見、画像所見、臨床経過など 

検体（試料）：当院で保存された血液 

 

【研究代表者】  

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 芥田憲夫 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 芥田憲夫 

 

【利用する者の範囲】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫 



 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

ご自身やご家族のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族が診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了

承いただけない場合には研究対象といたしませんので、2019 年 12 月 27 日までの間に

下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の

皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 芥田憲夫 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院 肝臓内科 芥田憲夫  

電話 044-877-5111(代表) 



⑤虎の門病院、虎の門病院分院共同研究 試料・情報用 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みに

なり、ご自身またはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問があ

る場合、またはこの研究に「自分の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」または

ご家族の方が「患者さん診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになりま

したら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010 年 5月 1 日 ～ 2021 年 8 月 31日の間 に、 C型

慢性肝疾患のために虎の門病院肝臓内科あるいは虎の門病院分院肝臓内科に入院・通院し、

抗ウイルス治療薬を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 次世代シークエンス技術を用いた C 型肝炎の直接作用型抗ウイルス薬による

治療後病態に影響をおよぼす因子に関する研究-Deep sequencing を用いた

HCV 変異体と病態解析- 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

Direct acting antivirals(DAAs)治療により C型慢性肝疾患の治療成績は著明に改善し

ていますが、治療失敗時に薬剤耐性変異(RAS)が出現することが問題となっています。我々

は本学（国立大学法人 山梨 大学 大学院総合研究部）ならびに関連施設において DAA

治療を行った C 型慢性肝疾患患者のうちウイルス学的非著効となった症例を対象とし、次

世代シークエンスにより薬剤耐性変異の解析を行いました。その結果、ダグラタスビル/ア

スナプレビル治療、レジパスビル/ソホスブビル治療、エルバスビル/グラゾプレビル治療

では非著効症例でNS5A P32del 変異の出現を認めました。この P32del変異の出現機構

は不明であり、P32del 変異出現を予測することも不可能であるのが現状です。P32del

変異出現回避方法の検討のためには、変異出現機構や変異出現予測因子の検討が重要であ

り国内で使用可能である各種DAA 治療、さらには DAA 治療失敗後の耐性化症例に対する

DAA 再治療における耐性変異部位の動態を次世代シークケンスで解析し, それぞれの治療

の効果、耐性化に特徴的なHCV遺伝子変異パターンを明らかとして最適な治療アルゴリズ

ムの確立の診断マーカーとすることを目的とします。 

《研究に至る背景》 

現行の DAA 治療前後の課題を克服し、その効果的な適用により確実な C 型肝炎治療体系

を実現させることにより肝炎ウイルス遺伝子情報を統合的に診療に活用し、DAA 耐性化、

治療後発癌、ウイルス排除後の肝線維化・肝機能改善のなどの予測・診断により個々の患



2017.8 

 

者さんの特性を考慮した的確な肝疾患治療が可能になります。さらに高度耐性化、発癌、

非代償性肝硬変、肝移植症例などの治療困難症例に対する有効な新治療法の開発のための

基盤が形成され、最終的には肝硬変・肝癌による死亡が減少することが期待されます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020 年 11月 25日 ～  2022 年 3 月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究であるAMED研究の分担研究として虎の門病院と虎の門病院分院で本研究

を実施します。 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 肝臓内科 鈴木文孝、虎の門病院分院 

肝臓内科 鈴木文孝のもと研究終了後 も永年保管いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴 

検体（試料）： 血清・血液など  

 

【研究代表者】  

国立大学法人 山梨 大学 大学院総合研究部 榎本信幸 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木 文孝 不在時 鈴木 義之 

 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

肝臓内科 鈴木 文孝 不在時 保坂 哲也 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示ま

たは訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承いただけ
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ない場合には研究対象といたしませんので、 2021 年 6 月 30 日 までの間に下記の相

談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不

利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院   肝臓内科 ・ 鈴木 文孝 不在時 鈴木 義之 

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科・ 鈴木 文孝 不在時 保坂 哲也 

電話 044-877-5111(代表) 

 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝臓内科及び虎の門病院分院肝臓内科では、以下の臨床研究を実施しており

ます。この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みにな

り、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、

またはこの研究に「自分や家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いに

なりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010年 10月 1日 ～ 2020年 1月 31日の間 に、 虎の

門病院あるいは虎の門病院分院 肝臓内科に入院・通院した 20 歳以上の成人であり

TACE(肝動脈塞栓術)不応/進行肝細胞癌に対してレンバチニブをされた症例 

 

【研究課題名】  

TACE(肝動脈塞栓術)不応/不能 進行肝細胞癌に対する新規分子標的治療薬レンバチニブ

治療における、治療奏功例予想のための新規バイオマーカとしての FGF23有用性の検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

肝細胞癌においては腫瘍組織を生検で採取し、その結果から遺伝子レベルで治療薬を選択

する方向性は確立されておらず、使い分けのための明確な基準が存在していない状況にな

りなります。近年レンバチニブを使用した治療においては、当院を含め、国際学会において

も腫瘍の悪性度の高い肝細胞癌（病理組織学的に低分化型が示唆される、もしくは肉眼型が

単純結節周囲増殖型、多結節癒合型）において極めて良好な奏功率が得られ、従来制御不能

であった高悪性度腫瘍の治療において期待されています。このような背景には、レンバチニ

ブが VGEFRのみならず FGFRへの阻害作用も有すること、FGFR2の発現が低分化型肝

細胞癌で高い事等が関与していると推測されております。当院からはこれまで、肝細胞癌の

CT 造影パターン、および PET-CT 陽性所見の有無からの腫瘍分化度予測につき報告し、

レンバチニブ治療における奏功症例予測の有用性についても報告していますが、一方で実

臨床においては、検査数値等で客観的に予測できるような指標が期待されているのも事実

です。第 3相国際共同研究 REFLECT試験のサブ解析において、奏功例において、治療経

過中の FGF19 及び 23 の血中濃度が上昇する症例において奏効率が高くなることが報告

されており、FGF は治療のレスポンスを判断する一つのサロゲートマーカーとなる可能性

を秘めていると考えられています。 

そのため、今回、当院でレンバチニブを導入した TACE(肝動脈塞栓術)不応/不能 進行肝

細胞癌を対象として治療前及び使用開始 2-12 週間後、病勢進行判定での FGF23 の測定

を行い、治療前及び前後の数値の経過から奏功症例を割り出すことができるか、また当院で

これまで報告している造影 CT パターン分類別での FGF23 の多寡を検討することを目的
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としています。 

 

《研究に至る背景》 

肝細胞癌症例に対する薬物療法の進歩により今後使用可能な薬剤が急速に増加することが

予測されます。そのような中で、FGF23のレンバチニブ治療奏功例予測への有用性を明ら

かにすることは、今後複数薬剤の中からレンバチニブの使用が望ましい患者様に対して、適

切なタイミングで治療を導入していくことができるようになる可能性が考えられます。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年 6月 5日 ～ 2023年 1月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院及び虎の門病院分院共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院肝臓内科 川村祐介のもと研究終了後 永

年保管いたします。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院・虎の門病院分院の院外へ提供する場合】 

過去に採血された残りの検体（試料）は、虎の門病院および虎の門病院分院で特定の個人を

識別することができないように個人と関わりのない番号等におきかえたうえで測定いたし

ます。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴など 

検体（試料）： 過去に採血された残りの血清  

 

【研究代表者】  

虎の門病院 川村 祐介 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 川村 祐介 

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 鈴木 文孝 
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【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身ご家族の診療情報につき、開

示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

診療情報は、虎の門病院分院から虎の門病院へ提供いたします。測定結果は虎の門病院へ集

約され解析されます。また、ご自身ご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されるこ

とについてご了承いただけない場合には研究対象といたしませんので、 2020 年 10 月

31日までの間に下記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービス

において患者の皆様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院    肝臓内科 川村祐介  

電話 03-3588-1111(代表) 

虎の門病院分院  肝臓内科 鈴木文孝 

電話 044-877-5111(代表) 

 



②虎の門病院 情報用 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院肝疾患相談センターでは、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族

がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記

の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2011年 4月 1 日～2020 年 10月 31 日の間に、肝疾患に関す

る相談のために虎の門病院肝疾患相談センターを利用された方 

 

【研究課題名】  

肝疾患患者の受療促進と支援の向上に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

当院に肝疾患相談センターを設置して 10 年になります。この間ウイルス性肝炎の治療法

は大きく変化し、内服薬でコントロールできる時代になりました。しかしこの高齢化社会に

おいて、日常診療の中では十分に理解しないまま治療に進んでしまう方や理解が乏しいた

めに治療の機会を逃している患者さんも多くおられます。私たちがウイルス性肝炎診療に

どのように貢献し、また今後どのような問題点を克服するべきかについて、これまでの実績

を基に検証することで、肝疾患患者さんとそのご家族が安心して治療に臨めるよう支援の

向上をはかります。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 11月 24日～2026 年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之のもと研究終了後永

年保管いたします。 
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【利用する診療情報】 

診断名、年齢、性別、既往歴、治療法、治療経過など電話相談や面談で得られた情報   

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、2021 年 2 月 28 日 までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 肝臓内科 鈴木義之 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



②虎の門病院 情報用 

診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院緩和医療科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の

診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこ

の研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご

自身やご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の

相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2014年 8月 18 日 ～ 2019 年 11 月 25 日の間 に、 が

ん のために虎の門病院呼吸器科・臨床腫瘍科に入院・通院し、 タペンタドールの内服 

を受けられた方 

 

【研究課題名】  

タペンタドールの臨床的特性を把握する後ろ向き多施設共同研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

タペンタドールの有効性や安全性を確認します 

《研究に至る背景》 

タペンタドールは、従来の麻薬であるモルヒネやオキシコドンと有効性は変わらない

ことに加えて、嘔気や便秘、眠気などの有害事象が少ないと言われています．ただしこれ

は治験段階での報告であり、今回その実態を調査します． 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2020 年 12月 18日 ～  2023 年 3 月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 横浜市立大学付属病院緩和ケアセンター 結束貴臣 

のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は

個人が特定できない形で廃棄します。 
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【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 横浜市立大学付属病院緩和ケアセンター へ パスワード

を用いてセキュリティ対策をしたエクセルデータ で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療記録、薬歴、看護記録  

 

【研究代表者】  

横浜市立大学付属病院 緩和ケアセンター 結束貴臣  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

緩和医療科 櫻井宏樹  

 

【利用する者の範囲】 

横浜市立大学付属病院 緩和ケアセンター 結束貴臣 

横浜市立大学 データサイエンス学部 田栗正隆  

筑波大学付属病院 総合診療グループ 東端孝博 

国立がんセンター中央病院 緩和医療科 石木寛人 

国立がんセンター東病院 薬剤部 五十嵐隆志 

がん研有明病院 緩和治療科 川原玲子 

東北大学病院 薬剤部 眞野成康 

山形県立中央病院 緩和医療科 鈴木尚樹 

山梨大学付属病院 麻酔科 熊倉康友 

永寿総合病院 緩和ケア科 廣橋猛 

横浜南共済病院 緩和支持療法科 馬渡弘典 

虎の門病院 緩和医療科 櫻井宏樹  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021 年 3 月 31 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生
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じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  緩和医療科 櫻井宏樹  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分泌外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、治験で得られた試料、情報をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこ

の研究に「ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いになり

ましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

2018年以降に虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分泌外科で、「ホルモン受容体陽性/HER2

陰性の進行または転移性乳癌女性患 者を対象に、パルボシクリブ＋タモキシフェン（±ゴ

セレリン） 併用投与とプラセボ＋タモキシフェン（±ゴセレリン）併用投与を比較する、

アジア共同、国際、多施設、無作為化、二重盲 検、プラセボ対照、並行群間比較第Ⅲ相試

験（本体治験）」に参加された方 

 

【研究課題名】  

ホルモン受容体陽性/HER2 陰性の進行または転移性乳癌女性患 者を対象に、パルボシク

リブ＋タモキシフェン（±ゴセレリン） 併用投与とプラセボ＋タモキシフェン（±ゴセレ

リン）併用投与を比較する、アジア共同、国際、多施設、無作為化、二重盲 検、プラセボ

対照、並行群間比較第Ⅲ相試験 付随研究 

 

【研究の目的】   

HR 陽性HER2 陰性の進行/転移性乳癌患者における、パルボシクリブおよびタモキシ 

フェンの有効性に関するバイオマーカーの探索を行う。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2020年７月 29日 ～ 2023年 12月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 米盛 



 

勧のもと、研究終了後 5 年間もしくは研究結果の最終公表日から 3 年、または本体治験の

治験薬提供者との契約で定められた期間のいずれか遅い日まで保管いたします。保管期間

終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

本体治験で収集し、国立がん研究センターに保管されている腫瘍組織、採血、及び本体治験

の情報を利用させて頂きます。なお、検体、情報の一部は海外にも提供されます。 

 

【データの二次利用、提供について】 

この研究で収集したデータを、本研究の目的と関連性のある別の研究に利用する可能性（メ

タアナリシスなど）があります。この場合にも患者さんの個人情報は保護されます。データ

を商業目的で使用することはありません。 

 

【研究代表者】  

米盛 勧 国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 田辺裕子 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

濱田 哲暢（検体保管責任者）国立がん研究センター研究所 薬効試験部門 

小島 勇貴（付随研究事務局） 国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 

千葉県がんセンター 

国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院 

国立研究開発法人国立がん研究センター 中央病院 

地方独立行政法人神奈川県立がんセンター 

愛知県がんセンター 

近畿大学病院 

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

兵庫県立がんセンター  

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 

独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範



 

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、2022 年 12 月 31 日までの間に下記

の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様

に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺裕子 

電話 03-3588-1111(代表) 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院循環器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

本研究では 2012 年 4 月１日から 2025 年 3 月 31 日の間に、 虎の門病院に循環器

疾患で入院されたすべての患者様です。 

 

【研究課題名】  

レセプト及び DPC データを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

JROAD(The Japanese Registry Of All cardiac and vascular Diseases；循環器疾患

診療実態調査)調査施設の中から DPC(Diagnosis Procedure Combination；診断群分類)

参加病院を対象に、病名や診療行為の明細が含まれた DPC データを集め、データベースを

作成します。得られたデータに基づいて、医療の質を向上するのに必要な情報を循環器学

会員へ発信し、循環器診療の質を向上させるための基本的な資料とすることを目的として

います。 

《研究に至る背景》 

全国の循環器疾患の診療実態を記述した統計はなく、その診療実態は不明な点が多いと考

えられています。諸外国では定期的にデータを取得し、モニタリングを行うことで診療の

質を向上させようとする試みがありますが、日本にはまだそのようなデータベースは存在

しません。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2021 年１月 6日 ～ 2030 年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究  

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌



 

 

 

 

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は循環器センター内科 児玉 隆秀部長のもと研究終了

後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定でき

ない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、国立循環器病研究センターOIC 循環器病統合情報センターに

て厳重な管理のもと保存されます。同施設へはデータは CD-R に書き込みの上、郵送で提

供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

収集する項目は、性別・入院時年齢、入院時診断名・入院時併存症病名・入院後合併症

病名とそれらの ICD-10 コード，手術処置名、実施日、使用された薬剤・医療材料，在院

日数，退院時転帰，費用情報です。 

 

【研究代表者】  

的場 聖明   京都府立医科大学・大学院院医学研究科 循環器腎臓内科  

【虎の門病院における研究責任者】 

児玉 隆秀   虎の門病院 循環器センター内科 児玉 隆秀 

 

【利用する者の範囲】 

福田 恵一  慶應義塾大学医学部 

筒井裕之 九州大学大学院医学研究院 

香坂 俊 慶應義塾大学医学部 

坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科 

的場哲哉 九州大学病院 

宮本 恵宏 国立循環器病研究センター 

竹石恭知 福島県立医科大学医学部 

明石嘉浩 聖マリアンナ医科大学 

坂東泰子 名古屋大学医学部附属病院 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、



 

 

 

 

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2025 年 9 月 30 日までの間に下記の相談窓口ま

でお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生

じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  循環器センター内科 播磨 綾子 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

 

診療情報および検体（試料）を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院腎センター内科ならびに泌尿器科では、以下の臨床研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご

自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、または

この研究に「ご自身やご家族が診療情報・検体（試料）を使ってほしくない」とお思いにな

りましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：１９９８年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日の間に、腎癌のた

めに虎の門病院泌尿器科に入院・通院し、腎臓摘出術（部分切除も含む）を受けられた方 

 

【研究課題名】  

 糖尿病性腎症ならびに腎硬化症の早期発症機序解明のための臨床病理学的評価  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

糖尿病性腎症や腎硬化症は慢性腎臓病の主要な原因であるだけでなく、人工透析治療が必

要となる最大の原因でもあります。しかし、これらの腎臓病の発症メカニズム、特に早期の

段階での発症のメカニズムは明らかになっておりません。本研究は腎癌のために摘出され

た腎臓の組織を調べることによって、糖尿病性腎症や腎硬化症の早期発症・進展メカニズム

の解明を目的とします。 

 

《研究に至る背景》 

糖尿病性腎症や腎硬化症の発症メカニズムを早期の段階でわかることができれば、その後

治療をすることで透析になるのを回避できる可能性があります。また、これらの腎臓病の早

期の発症メカニズムを解明することは、新たな治療法の開発につながります。しかしながら、

腎臓病の発症が気づかれない早期の段階で、腎生検による腎組織評価が行われることは稀

です。 

本研究は腎癌のために摘出された腎臓の一部を詳細に観察して、糖尿病性腎症や腎硬化症

の早期病変がないかを調べ、その発症メカニズムを明らかにしようとするものです。 

 

【研究のために診療情報・検体（試料）を解析研究する期間】 

2021 年 1月 8 日 ～ 202４年３月 31 日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 



 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は金沢医科大学腎臓内科特任教授 古市賢吾のもと研究終

了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定で

きない形で廃棄します。 

 

【診療情報・検体（試料）を虎の門病院の院外へ提供する場合】 

診療情報・検体（試料）は、虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人

と関わりのない番号等におきかえたうえで、金沢医科大学へ情報は CD、試料は郵送で提供

いたします。 

 

【利用する診療情報・検体（試料）】  

診療情報： 検査データ、診療記録、薬歴など 

検体（試料）： 腎組織 

 

【研究代表者】  

金沢医科大学腎臓内科 特任教授 古市賢吾 

  

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院腎センター内科 部長 星野純一  

 

【利用する者の範囲】 

  共同研究担当者の所属：金沢医科大学 腎臓内科 

          役職：特任教授 

          氏名：古市賢吾（金沢医科大学内 検体管理責任者） 

  共同研究担当者の所属：金沢大学 腎臓内科 

          役職：准教授 

          氏名：坂井宣彦（金沢大学内 検体管理責任者）       

 

【対象者の利益・不利益】 

保険診療内で行われ摘出された腎組織検体の使用を行うのみであり、本研究による新たな

健康被害は想定されておりません。よって、被害補償は特に予定しておりません。また、経

済的負担又は謝礼もありません。 

 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 



 

 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報・検体（試料）の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報・検体（試料）が研究に使用されることについてご了承い

ただけない場合には研究対象といたしませんので、202１年３月 31 日までの間に下記の

相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に

不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 腎センター内科  

部長 星野純一 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2 Tel: 03-3588-1111 Fax: 03-3505-17

64 

 

虎の門病院 腎センター内科  

医員 山内真之 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2 Tel: 03-3588-1111 Fax: 03-3505-17

64 

 

虎の門病院泌尿器科部長 浦上慎司 

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2 Tel: 03-3588-1111 Fax: 03-3505-17

64 



診療情報を利用した臨床研究について 

                                                第 3版 ２０21年１月 6日作成 

 

虎の門病院消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研

究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身や

ご家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 1995年 1月 1日 ～ 2020年 12月 31日の間 に、 虎の

門病院本院において肝胆膵外科領域の疾患に対して、外科的切除術を受けられた方 

 

【研究課題名】  

肝胆膵外科手術における合併症の低減と予後改善を目指した手術手技・周術期管理に関す

る探索的研究 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

肝胆膵外科手術における短期・長期成績に影響を及ぼす臨床病理学的因子を明らかにし、合

併症の低減と予後の改善を目的とした望ましい手技・周術期管理の確立に向けた検討を行

います。 

 

《研究に至る背景》 

肝胆膵外科領域の手術は、上部消化管や下部消化管などの手術と比較して身体リスクの高

い患者さんに対して高侵襲の複雑な手技を要するため、合併症率や手術関連死亡がいまだ

に多いことが特徴です。また、施設間において手技や成績が大きく異なるため、当院におけ

る肝胆膵外科領域の手術・周術期管理・短期・長期成績を「包括的」に見直すことが必要で

す。そして、手術治療そのもののリスクや問題点を客観的に明らかにし、またそれらに深く

かかわる臨床病理学的因子を洗い出し、適切な手術手技、周術期管理が求められるかを明ら

かにします。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2019年１１月 27 日 ～  2022年 3月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

単施設共同研究 

 



 

 

 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院消化器外科 進藤 潤一 のもと研究終了

日まで保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない

形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院外へ提供する予定はありません。 

 

【利用する診療情報】  

【術前項目】 

年齢，性別，BMI，ASA，生活歴, 家族歴, 既往歴，治療歴(術前治療含む）,術前、病変

部位(CT，MRI所見および経時的な変化を含む), 血液検査所見（血算、生化学、凝固），

腫瘍マーカー（血清 CEA，CA19-9, AFP, PIVKAなど肝胆膵悪性疾患の腫瘍マーカー）、

Performance status、栄養状態等。 

 

 【手術関連項目】 

手術日，術式，手術時間，出血量，輸血の有無，輸液量, Pringleの有無, 肝門遮断時

間, 膵切除法, リンパ節郭清の有無，リンパ節郭清個数，他臓器合併切除の有無, 再

建の有無, 癒着の程度、血管・臓器損傷の有無、止血剤・癒着防止材使用・ドレーンの

使用の有無等 

 

 【術後項目】 

 病理診断（悪性疾患については本邦のがん取扱い規約ならびに UICC第 8版に 

準じる項目：腫瘍径，壁深達度，リンパ節転移個数，リンパ節転移部位，組織型， 

脈管侵襲，癌遺残度，腹水細胞診など）、 術後合併症（Clavien-Dindo分類およ 

び International Study Group of Liver Surgeryや International Study Group  

of Pancreas Surgeryによる合併症の定義に沿ったもの），治療、術後在院日数， 

術後体重, 術後輸液量および食事量, 内服薬, 疼痛状態, 術後補助療法の内容・施行期間，

最終予後確認日，再発確認日，再発有無，再発部位，転帰，死因, 術後採血結果所見および

画像所見（術前項目に準じる）  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

消化器外科 ・ 橋本 雅司  

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 



 

 

 

 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２1 年 12 月 31 日 までの間に下記の相談

窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利

益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  消化器外科 大久保悟志  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



  診療情報を利用した臨床研究について 

 

 虎の門病院呼吸器センター内科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られたCT画像と、その画像診断報告書などの診療情報を利用する

ものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの研究の対象者にあたると思

われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「ご自身やご家族の診療情報を

使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡くだ

さい。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2006年1月 ～ 2019年6月の間に、非癌肺疾患のために虎

の門病院呼吸器センター内科・虎の門病院分院呼吸器内科に入院・通院し、治療・処置

を受けられた方 

 

【研究課題名】 

 「３D類似症例検索システムの開発および臨床有用性の研究」 

 

【研究の目的・背景】 

 画像診断ネットワークシステム（PACS）の普及により、全医療スタッフが、瞬時に、

院内どこでも、オンデマンドで、検査画像や画像診断報告書（症例データ）を閲覧でき

る環境が実現され、画像診断の生産性は大きく向上しています。 

 しかしながら、日々の診療で蓄積される大量の電子化された症例データを、有効に利

活用する仕組みは殆ど出来ておらず、貴重な症例データが埋もれたままになっているの

が実状です。 

 本研究では、当院に受診された患者さんの検査画像の中で、将来の診療の参考・教育

用として有用性のきわめて高いものを抽出し、保存のうえ再利用することを可能にする

「画像解析AI（人工知能）技術」および本AI技術を搭載した「類似症例検索システム」

を開発し、それにより、一層的確で信頼性の高い画像診断の実現を目指しています。 

 今回、開発メーカーである富士フイルムの研究委託により、本システムの開発と臨床

有用性の検証実験を実施することとなりました。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

 2020年２月10日 ～ 2023年3月3１日 

 

【単独／共同研究の別】 

 多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】 
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お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別す

ることができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学

術雑誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料の当院における保管期間は、虎の門病院呼吸器セン

ター内科 研究責任医師髙井大哉 のもと、本研究の終了について報告された日から5

年を経過した日または最終結果の公表について報告された日から3年を経過した日のい

ずれか遅い日までとします。 

富士フイルムにおける保管期間は、資料を商品化後の不具合対策や改良用および製品

に搭載して使用する可能性があることから、本研究の終了について報告された日から5

年を経過した日を超えて保管する予定です。 

保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりの

ない番号等におきかえたうえで、富士フイルムへハードディスクなど記録媒体により、

提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

ＣＴ画像、画像診断報告書、臨床診断、病理診断、性別、年齢 

 

【研究代表者】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 部長 髙井大哉 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

虎の門病院 呼吸器センター内科 部長 髙井大哉 

 

【利用する者の範囲】 

 富士フイルム株式会社・研究責任者 メディカルシステム開発センター 部長 桝本 潤 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がな

い範囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報に

つき、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけな

い場合には研究対象といたしませんので、2023年3月３1日までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益
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が生じることはありません。 

ただし、ご辞退のご連絡をいただいた場合でも、すでにご自身やご家族の診療情報が

個人を特定できる情報との連結が不可能な状態で匿名化され、本研究に使用されている

場合には、そのデータに関しては、診療情報の破棄が完全に出来ない場合があります。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院本院 呼吸器センター内科 部長 髙井 大哉 

電話 03-3588-1111（代表） 

 

虎の門病院分院 呼吸器内科 部長 髙谷 久史 

電話 044-877-5111（代表） 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院輸血部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で

得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者に

あたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の診療情報を使っ

てほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間：2016 年 1月 1 日～2018年 12 月 31 日の間に、虎の門病院産婦

人科において出産し、かつ自己血輸血を受けた 20 歳以上の方 

 

【研究課題名】  

妊婦に対する自己血輸血の現状に関する研究  

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

出産前に自己血を採取した患者さんを対象として自己血の採取方法や採取量、その他の

データを集め、妊婦さんに対する自己血輸血の実態を明らかにし、今後の妊婦さんの自己血

輸血療法の発展に役立てるための研究です 

《研究に至る背景》 

出産の際、比較的大量の出血が予想される時にご自分の血液を採取し、出産に備えることが

あり、自己血輸血と言います。日本では保険診療で自己血輸血が行えるため大変普及してい

るのですが、その採取方法や採取量は施設によりまちまちです。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０２１年１月 22 日 ～ 2022年 3月 31 日 

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究です 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は、群馬大学医学部附属属病院輸血部・横濱章彦および虎

の門病院輸血部・牧野茂義（保管責任者）のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管

期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できない形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、群馬大学医学部附属病院輸血部研究事務局へ調査票を郵送で

提供いたします。 



 

 

【利用する診療情報】  

診療情報：検査データ、診療記録、看護記録など  

 

【研究代表者】  

群馬大学医学部附属病院輸血部・横濱章彦 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

輸血部・牧野茂義 

 

【利用する者の範囲】 

研究代表者：群馬大学医学部附属病院輸血部・横濱章彦 

研究分担者：群馬大学医学部産科婦人科学教室・岩瀬明 

研究分担者：群馬大学医学部産科婦人科学教室・亀田高志 

研究分担者：日本赤十字社北海道ブロックセンター・紀野修一 

研究分担者：福島県立医科大学医学部輸血・移植免疫学講座・池田和彦 

研究分担者：日本赤十字 関東甲信越ブロック血液センター・室井一男 

研究分担者：自治医科大学輸血・細胞移植部・藤原慎一郎 

研究分担者：東京医科大学八王子医療センター輸血部・田中朝志 

研究分担者：筑波大学附属病院輸血部・長谷川雄一 

研究分担者：大阪市立大学医学部附属病院輸血部・藤野惠三 

研究分担者：国家公務員共済組合連合虎の門病院輸血部・牧野茂義 

研究分担者：神鋼記念病院血液病センター高密度無菌治療室・松本真弓 

研究分担者：浜松医科大学医学部附属病院輸血・細胞治療部・竹下明裕 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、2021 年 6 月 30 日までの間に下記の相談窓口までお申し出

ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じることは

ありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院 輸血部 ・ 牧野茂義 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院産婦人科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診

療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家族がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分

や家族の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓

口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2010/01/01 ～ 2020/12/31 の間 に、不妊症、がん・

生殖のために虎の門病院産婦人科に入院・通院し、妊孕性温存を含む高度生殖補助医療

(ART)を受けられた方 

 

【研究課題名】  

悪性腫瘍の罹患歴が良好胚到達率に及ぼす影響についての検討 

 

【研究の目的・背景】   

悪性腫瘍の罹患歴のある患者では卵巣反応性が低下し、妊孕性温存を含む高度生殖補助

医療(ART)では採卵数が減少すると報告されています。 

本研究では悪性腫瘍の罹患歴が良好分割期胚への到達率に及ぼす影響を検討することを

目的としています。 

悪性腫瘍の罹患歴が良好胚到達率に及ぼす影響を明らかにすることで、悪性腫瘍に罹患

した患者に妊孕性温存を含む ART を実施するにあたっての意思決定に寄与し得ると考え

ています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０２１年１月 22日 ～ 2021年 12月 31日 

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科医長東

梅久子のもと研究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・

資料は個人が特定できない形で廃棄します。 



 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 用いた治療方法、用いた卵子・胚の種類、採卵数、受精卵数、胚の状態など 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 産婦人科 医長 東梅久子 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族の診療情報につき、

開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 2021/4/30 までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  産婦人科  神野雄一  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分泌外科では、以下の臨床研究を実施しております。こ

の研究は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自

身がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に

「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の相談窓口

までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2019 年２月１日 ～ 2021 年１月３１日の間 に、 乳がん

のために虎の門病院臨床腫瘍科、乳腺・内分泌外科に入院・通院し、 POTENT試験「エ

ストロゲン受容体陽性 HER2 陰性乳癌に対する S-1 術後療法ランダム化比較第Ⅲ相試験」

に参加していただいた方 

 

【研究課題名】  

エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対する S-1術後療法・長期予後に関する 

多施設共同観察研究：POTENT附随研究 

 

【研究の目的・背景】   

POTENT試験では、乳がんの手術後に、ホルモン剤だけを内服する場合に比べて、ホルモ

ン剤と S-1を同時に内服することでがんの再発を抑える割合が向上することが確認できま

した。本研究では、更に長期での結果を確かめることを目的としています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０２１年１月 22日 ～  2022年 3月  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院臨床腫瘍科 陶山浩一 のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

 



 

 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターへ 郵送で

提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

診療情報： 診療記録、薬歴 

 

【データの二次利用について】 

本研究で得られたデータを、他の研究機関との統合解析などに利用することが有益である

と判断した場合は、データを二次利用させていただくことがあります。この際に利用するデ

ータは、個人が特定できない匿名化されたデータです。 

 

【研究代表者】  

京都大学大学院医学研究科 外科学講座 乳腺外科学 ・ 戸井雅和  

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 ・ 田辺裕子  

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関は、別紙「参加予定施設一覧」参照 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、開示また

は訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研

究対象といたしませんので、 2021年 4月 30日 までの間に下記の相談窓口までお申

し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が生じるこ

とはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 ・ 田辺裕子  

電話 03-3588-1111(代表) 

 



施 設 名 科 名 責 任 医 師

1 JA北海道厚生連　旭川厚生病院 外科・乳腺外科 赤羽　弘充

2 KKR札幌医療センター 外科 田村　元

3 NTT東日本札幌病院 外科 市之川　一臣

4 旭川医科大学病院 乳腺疾患センター 北田　正博

5 医療法人　東札幌病院 乳腺・甲状腺外科 大村　東生

6 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 乳腺外科 高橋　將人

7 北海道大学病院 乳腺外科 竹下　卓志

8 東北大学病院 総合外科 石田　孝宣

9 山形県立中央病院 乳腺外科 工藤　俊

10 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 乳腺外科 大竹　徹

11 公益財団法人　星総合病院 外科 野水　整

12 筑波大学附属病院 乳腺・甲状腺・内分泌外科 坂東　裕子

13 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 乳腺外科 森　千子

14 自治医科大学附属病院 乳腺科 原尾　美智子

15 群馬県立がんセンター 乳腺科 柳田　康弘

16 群馬大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科 藤井　孝明

17 埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科 石黒　洋

18 埼玉県立がんセンター 乳腺外科 松本　広志

19 さいたま赤十字病院 乳腺外科 齊藤　毅

20 独立行政法人 地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター 乳腺外科 櫻井　孝志

21 獨協医科大学埼玉医療センター 乳腺科 小川　利久

22 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 乳腺科 福間　英祐

23 千葉県がんセンター 乳腺外科 中村　力也

24 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 乳腺外科 鈴木　正人

25 船橋市立医療センター 乳腺外科 松崎　弘志

26 順天堂大学医学部附属順天堂医院 乳腺科 堀本　義哉

27 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺　裕子

28 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 乳腺内分泌外科 北川　大

29 杏林大学医学部付属病院 乳腺外科 井本　滋

30 公益財団法人がん研究会　有明病院 乳腺内科 深田　一平

31 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 乳腺科 重川　崇

32 社会福祉法人　三井記念病院 乳腺内分泌外科 太田　大介

33 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 乳腺外科 吉田　敦

34 帝京大学医学部附属病院 外科 神野　浩光

35 東京医科大学病院 乳腺科 河手　敬彦

36 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 乳腺外科 高山　伸

37 北里大学病院 乳腺・甲状腺外科 三階　貴史

38 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科 山下　年成

39 聖マリアンナ医科大学病院 乳腺・内分泌外科 津川　浩一郎

40 東海大学医学部付属病院 乳腺内分泌外科 新倉　直樹

41 横浜市立市民病院 乳腺外科 石山　暁

42 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 乳腺・甲状腺外科 成井　一隆

43 新潟県立がんセンター新潟病院 乳腺外科 佐藤　信昭

44 新潟県立中央病院 外科 佐藤　友威

45 新潟市民病院 乳腺外科 坂田　英子

46 金沢大学附属病院 乳腺外科 石川　聡子

47 金沢医科大学病院 乳腺・内分泌外科 井口　雅史

48 大垣市民病院 外科 亀井　桂太郎

49 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 吉田　和弘

50 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 乳腺外科 常泉　道子

51 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 乳腺科 吉田　雅行

52 浜松医療センター 乳腺外科 杤久保順平

53 名古屋大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科 菊森　豊根

54 愛知県がんセンター 乳腺科 岩田　広治

エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法・長期予後に関する多施設共同観察研究：
POTENT附随研究（POTENT-FU）参加施設一覧

2020年12月10日現在



施 設 名 科 名 責 任 医 師

2020年12月10日現在

55 小牧市民病院 外科 野田　純代

56 名古屋市立大学病院 乳腺外科 遠山　竜也

57 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター 外科 山﨑　誠二

58 三菱京都病院 乳腺外科 竹内　恵

59 医療法人英仁会　大阪ブレストクリニック 乳腺外科 柳沢　哲

60 医療法人警和会　大阪警察病院 乳腺内分泌外科 吉留　克英

61 大阪市立総合医療センター 乳腺外科 小川　佳成

62 関西医科大学附属病院 乳腺外科 杉江　知治

63 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院 乳腺外科 髙原　祥子

64 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 乳腺センター 阿部　元

65 宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院 腫瘍内科 重岡　靖

66 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター 外科 綱島　亮

67 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 乳腺外科 増田　慎三

68 独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院 乳腺・内分泌外科 塚本　文音

69 八尾市立病院 乳腺外科 森本　卓

70 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 乳腺センター 山神　和彦

71 独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院 乳腺外科 大島　一輝

72 兵庫医科大学病院 乳腺・内分泌外科 三好　康雄

73 兵庫県立がんセンター 乳腺外科 高尾　信太郎

74 大和高田市立病院 外科 岡村　隆仁

75 日本赤十字社　和歌山医療センター 乳腺外科 鳥井　雅恵

76 松江赤十字病院 乳腺外科 曳野　肇

77 広島大学病院 乳腺外科 角舎　学行

78 県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 板本　敏行

79 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター 乳腺外科 重松　英朗

80 徳島大学病院 食道・乳腺・甲状腺外科 丹黒　章

81 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 乳腺外科 青儀　健二郎

82 久留米大学病院 乳腺・一般外科 唐　宇飛

83 医療法人にゅうわ会　及川病院 乳腺外科 及川　将弘

84 北九州市立医療センター 乳腺甲状腺外科 古賀　健一郎

85 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 乳腺外科 岩熊　伸高

86 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター 乳腺科 徳永　えり子

87 独立行政法人地域医療機能推進機構　久留米総合病院 外科・乳腺外科 山口　美樹

88 福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 吉永　康照

89 国立大学法人　長崎大学病院 腫瘍外科 松本　恵

90 日本赤十字社　長崎原爆病院 乳腺内分泌外科 柴田　健一郎

91 熊本赤十字病院 乳腺内分泌外科 川添　輝

92 くまもと森都総合病院 乳腺センター 奥村　恭博

93 鹿児島大学病院 消化器・乳腺・甲状腺外科 大塚　隆生

94 社会医療法人博愛会　相良病院 乳腺外科 相良　安昭

95 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 乳腺外科 藏下　要



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院臨床腫瘍科・消化器外科では、以下の臨床研究を実施しております。この研究

は、通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご

家族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

にご自身やご家族が「自分の診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮

なく下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2012 年 6 月 1 日 ～ 2013 年 6 月 30 日の間 に、 胃が

んのために虎の門病院臨床腫瘍科・消化器外科に入院・通院し、 JCOG1013 試験に参

加していただき抗がん剤治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

JCOG1013A2：切除不能進行・再発胃癌を対象とした S-1/シスプラチン併用（CS）療

法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相試験の予後因

子解析に関する研究 

 

【研究の目的・背景】   

《研究に至る背景》 

進行胃がんに対する抗がん剤治療においては、予後に関連する因子（予後因子）を明らか

にする研究が世界中で行われております。本邦においても JCOG9912「切除不能または

再発胃がんに対する 5-FU 持続静注（5-FUci）療法/CPT-11+CDDP 併用(CP)療法/S-

1単独(S-1)療法による第Ⅲ相試験」に参加された方の情報を基に、以下の 4つが予後因子

として同定されています。 

 ①PS（パフォーマンスステータス：日常生活の制限の程度を 0-4の 5段階で表したもの） 

 ②転移箇所の個数 

 ③胃の切除歴 

 ④血清ALP値 

すなわち、これら 4 因子がいくつあるかで抗がん剤治療開始からの生存期間が異なるこ

とが報告されています。 

ただし、この JCOG9912試験は 2000年第前半に行われました。これ以降、有効な薬

剤が増え数種類の抗がん剤治療ができるようになった現在においても、上述の 4 因子が予

後因子として適切かは不明です。また最近では、白血球の分画である「好中球とリンパ球の

比（NLR と略します）」も、予後因子であるという報告があります。そこで我々は、従来の

4因子に⑤NLR を加えた 5因子の情報を用いて、予後を予測するためのインデックス（指

標）を新たに作成しようと考えました。 

 



 

 

《研究の意義》 

本研究によって進行胃がんに対して抗がん剤治療を受ける患者さんの予後をより正確に

予測できることが可能になれば、予後に関する詳細な説明と適切な治療計画を立てること

が可能となり、進行胃がんの患者さんの治療選択に大きく貢献することができると考えら

れます。 

《目的》 

JCOG1013 で収集されたデータを基に、進行胃がんに対して抗がん剤治療を受けた患者

さんの予後を予測するための新たなインデックス（指標）を作成します。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

２０２１年１月 22日 ～  2023年 10月 31日  

 

【単独／共同研究の別】 

多施設共同研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては特定の個人を識別するこ

とができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑誌

等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院 臨床腫瘍科 陶山浩一 のもと研究終了後 

5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特定できな

い形で廃棄します。 

 

【診療情報を虎の門病院外へ提供する場合】 

診療情報は虎の門病院で特定の個人を識別することができないように個人と関わりのない

番号等におきかえたうえで、 研究事務局のある がん研有明病院 消化器化学療法科 へ 

郵送で提供いたします。 

 

【利用する診療情報】  

・JCOG1013試験で収集された臨床情報（年齢、性別、血液検査結果、生存期間など）、

登録番号 

・本附随研究で各医療機関から追加収集する情報：治療開始前の血液検査による ALP、リ

ンパ球数、好中球数 

 

【データの二次利用について】 

本研究で得られたデータを、他の研究機関との統合解析などに利用することが有益である

と JCOG が判断した場合は、データを二次利用させていただくことがあります。この際に

利用するデータは、個人が特定できない匿名化されたデータです。 



 

 

【研究代表者】  

国立がん研究センター中央病院 消化管内科 朴 成和 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

臨床腫瘍科 陶山浩一 

 

【利用する者の範囲】 

共同研究機関は、別紙「参加施設一覧」参照 

解析実施施設：JCOGデータセンター データセンター長 福田 治彦 

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身の診療情報につき、ご自身や

ご家族が開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身の診療情報が研究に使用されることについてご自身やご家族のご了承がいた

だけない場合には研究対象といたしませんので、 2021 年 12 月 31 日 までの間に下

記の相談窓口までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆

様に不利益が生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院  臨床腫瘍科 陶山浩一 

電話 03-3588-1111(代表) 

 



 

日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究について 

 

 

研究機関   虎の門病院分院  整形外科 

研究責任者  喜多島 出（部長） 

研究分担者  伊澤 一也（医長）  

   

このたび虎の門病院分院 整形外科では、運動器の病気で入院・通院されていた患者さんの診療情報を用い

た研究を実施しております。この研究を実施することによる患者さんへの新たな負担は一切ありません。ま

た、患者さんのプライバシーの保護については法令等を遵守して研究を行います。 

患者さんの診療情報について、本研究への利用を望まれない場合には、２０３０年６月３０日までの間に、

担当医師にご連絡ください。 

   

１．研究の目的 及び 意義 

 この研究の目的は、運動器疾患の手術に関する大規模データベースを作り上げることです。整形外科が扱う

運動器疾患は、小児から高齢者まで幅広い方々を悩ませ、多くの方の健康寿命を損なう大きな原因となってい

ます。その治療である手術の件数も年々増加していますが、その全国規模の全容を捉えられるデータベースが 

まだありません。全国の整形外科で情報を共有できるシステムを作り上げることは、有効な治療法や手術の安

全性を科学的に確立するために大変有用です。日本整形外科学会が作りあげるこの大規模データベースに参

加・協力し、より良い治療を探って参ります。 

 

２．研究の方法 

１)研究対象者 

  2021 年 1 月～2030 年３月の間に虎の門病院分院 整形外科において、運動器の手術を受けられた方

を対象とします。人工関節手術、関節鏡視下手術、脊椎手術、骨折治療の手術などが対象となります。 

 

２)研究実施期間 

 当院では、２０２１年１月２７日より 2030 年 3 月 31 日まで 

 

３)研究方法 

  インターネット上のデータベースへ登録します。 

 

４)使用する情報  

◇ 研究に使用する情報   

 匿名化した ID、年齢、性別、ハッシュ値（氏名、性別、生年月日などから算出される文字列）、疾患

情報、手術情報、手術・麻酔時間、手術日、術者情報、看護師数、技師数、治療成績、使用した器材・

インプラント など。情報を提供して下さった患者さん個人が特定できないよう、これらの情報は完全

に匿名化されてデータセンターへ提出されます。 

調査項目の詳細は、JOANR のホームページ（https://www.joanr.org/about/patient）の「情報

公開項目」をご覧ください。 

  

５)情報の保存 

登録されたデータはデータセンター（日本整形外科学会）の責任下に保存されます。保存期間は本研

究終了（あるいは中止）後５年間とします。 

 

https://www.joanr.org/


６)研究計画書の開示 

研究に関する情報（研究計画書等）を日本整形外科学会ホームページ（https://www.joa.or.jp）および

JOANR ホームページ（https://www.joanr.org）に公開します。 

 

７)研究成果の取扱い 

  ご参加頂いた患者さんの個人情報がわからないようにした上で、診療報酬改訂に向けた実態調査などの

政策対応、専門医制度のための症例データベース、医療機器の安全性向上に資するデータベース構築、ま

た学術論文などの公表に日本整形外科学会員又は関連学会員が用います。 

 

 ８)問い合わせ・連絡先 

この研究についてご質問等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。また、患者さんの診

療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象とはしませんので、下記にお

申し出ください。資料・情報の使用を断られても患者さんに不利益が生じることはありません。なお、研究

参加拒否の申出が、既に解析を開始又は結果公表等の後となり、当該措置を講じることが困難な場合もござ

います。その際には、十分にご説明させていただきます。 

 

 虎の門病院分院 整形外科  

  研究担当医師   喜多島 出、伊澤 一也 

  連絡先（電話番号） 044-877-5111（平日：9 時～17 時） 

 

 

9）外部への情報の提供 

(1) 保存された情報等は他の医学研究への利用を目的に提供されることがあります。その際にはデータ

の提供の可否について日本整形外科学会は倫理委員会の意見を聞き、そこで適切と判断された場合

に限ります。 

(2) 情報を他の営利団体、民間の機関（規制機関など）に提供する場合があります。登録した医療材料

に有害事象や不具合が起き、医学的・人道的な観点からその情報を製造販売企業や審査機関に提供

すべきと判断される場合です。 

いずれも提供されるデータは、データセンターに登録・保管されている情報で、研究に参加して下

さった患者さんの個人を特定できる情報は含まれていません。 

 

10）研究組織 

虎の門病院分院 整形外科 

〒213－8587 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷１-3-1 

 

公益社団法人 日本整形外科学会  

理事 種市 洋 （症例レジストリー委員会担当） 

〒113-8418 東京都文京区本郷2-40-8 

Tel. 03-3816-3671 Fax. 03-3818-2337 



診療情報を利用した臨床研究について 

 

虎の門病院分院 臨床検査部では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、

通常の診療で得られた記録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身やご家

族がこの研究の対象者にあたると思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究

に「ご自身やご家族が診療情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく

下記の相談窓口までご連絡ください。 

 

【対象となる方】 

調査対象となる期間： 2018 年１月１日 ～ 2020 年６月３０日の間に、虎の門病院

分院 血液内科に入院・通院し、腹部超音波（肝硬度測定）検査をされ、造血幹細胞移植

をお受けになった方 

 

【研究課題名】  

造血幹細胞移植の治療経過における超音波検査（肝硬度測定）の有用性に関する検討 

 

【研究の目的・背景】   

《目的》 

造血幹細胞移植の治療経過における超音波（肝硬度測定）の有用性を検討する 

《研究に至る背景》 

超音波検査（肝硬度測定）で肝機能を評価することにより、悪性血液疾患による肝障害、

造血幹細胞移植の合併症である肝類洞閉塞症候群（SOS）、移植片対宿主病（GVHD）の

診断、治療に役立てる 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】 

２０２１年１月 27日 ～ ２０２２年３月３１日  

 

【単独／共同研究の別】 

虎の門病院分院単独研究 

 

【個人情報の取り扱い】  

お名前、ご住所などの特定の個人を識別する情報につきましては、特定の個人を識別する

ことができないように個人と関わりのない番号等におきかえて研究します。学会や学術雑

誌等で公表する際にも、個人が特定できないような形で発表します。 

また、本研究に関わる記録・資料は 虎の門病院分院 臨床検査部 増田亜希子のもと研

究終了後 5 年間保管いたします。保管期間終了後、本研究に関わる記録・資料は個人が特

定できない形で廃棄します。 

 

 



 

 

 

 

【利用する診療情報】  

超音波検査（肝硬度測定）データ、診療記録、血液検査データ 

  

【虎の門病院分院における研究責任者】 

虎の門病院分院 臨床検査部 増田亜希子          

 

【研究の方法等に関する資料の閲覧について】 

本研究の対象者のうち希望される方は、個人情報及び知的財産権の保護等に支障がない範

囲内に限られますが、研究の方法の詳細に関する資料を閲覧することができます。 

 

【ご質問がある場合及び診療情報の使用を希望しない場合】 

本研究に関する質問、お問い合わせがある場合、またはご自身やご家族がの診療情報につ

き、開示または訂正のご希望がある場合には、下記相談窓口までご連絡ください。 

また、ご自身やご家族の診療情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場

合には研究対象といたしませんので、 ２０２１年９月 30日 までの間に下記の相談窓口

までお申し出ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者の皆様に不利益が

生じることはありません。 

 

【相談窓口】 

虎の門病院分院 臨床検査部 井上淑子  

電話 044-877-5111(代表) 
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