
 

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。 



 

 

 

 

 

【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 47 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 廣木 貞一 

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 柴田 和彦 

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 

15 医療法人三栄会 ツカザキクリニック 近藤 天韻 



 

 

 

 

 

 施設名 研究実施責任医師 

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 平田 裕二 

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 医療法人社団灯弘会 かげやま医院 影山 慎二 

30 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 

31 社団医療法人英静会 森病院 森 亮善 

32 医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 真鍋 康二 

33 医療法人 道後一万クリニック 青野 正樹 

34 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 浦松 正 

35 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 

36 加賀市医療センター 水冨 一秋 

37 医療法人財団華林会 村上華林堂病院 村田 敏晃 

38 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 

39 医療法人間生会 ましょうクリニック 間生 ゆり 

40 医療法人社団仁生会 甲南病院 西 崇男 

41 東京女子医科大学病院 新田 孝作 

42 埼玉医科大学総合医療センター 小川 智也 

43 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 

44 医療法人社団明生会 東葉クリニック東新宿 吉田 正美 

45 ごが内科楡クリニック 五賀 貴男 



 

 

 

 

 

 施設名 研究実施責任医師 

46 医療法人社団誠弘会 鶴ヶ島駅前クリニック 金川 誠一 

47 医療法人高人会 関口内科クリニック 関口 孝 

 

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) 

 


