
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、ご自身がこの

研究の対象者にあたると思われる方の中で、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】 

2012 年 1 月から 2013 年 12 月の期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

ター内科に入院・通院し、治療を受けられた方 

 

【研究課題名】  

特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調査 

 

【研究の目的・背景】   

間質性肺炎は徐々に肺活量が減少し呼吸困難をきたす慢性疾患ですが、しばしば原発性肺癌

が合併します。間質性肺炎を合併しない肺癌患者さんと比較して、抗癌剤などの治療では使

用禁忌（投与してはいけない）とされる薬剤もあります。手術後や抗癌剤治療、放射線療法

中に間質性肺炎が急性増悪を起こし、重篤な合併症になる場合があります。 

 このように間質性肺炎に合併する肺癌の病状は複雑で、標準的治療がまだ確立していま

せん。間質性肺炎合併肺癌と診断した患者さんの臨床データ（喫煙、血液データ、呼吸機

能検査、実施された治療内容、その効果判定など）を収集分析し、この疾患の有効な治療

法を検索することを目指しています。 

 

【研究のために診療情報を解析研究する期間】  

2015年 8月 25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・資料は虎の門病院呼吸器センター内科 宮本篤医師のもと研
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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、データ管理委託先であるシフトゼロ社へ郵送にて、集積し、

電子ファイル化されたものを当院で保存します。 

 

【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、薬歴》 

 

【研究代表者】  

代表研究者：本間栄  

（東邦大学大森呼吸器内科教授、びまん性肺疾患に関する調査研究班主任研究者） 

 

【虎の門病院における研究責任者】 

研究責任者：宮本篤 虎の門病院呼吸器センター内科、医長 

 

【利用する者の範囲】(全列記) 

施設名 責任者(敬称略) 

愛知県がんセンター愛知病院 奥野元保 

小牧市民病院 小島英嗣 

公立陶生病院 谷口博之 

津島市民病院 中尾彰宏 

碧南市民病院 杉浦誠治 

トヨタ記念病院 杉野安輝 

藤田保健衛生大学病院 今泉和良 

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 坂 英雄 

名古屋第一赤十字病院 野村史郎 

愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 村松秀樹 

松山赤十字病院 濱口直彦 

独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 阿部聖裕 

愛媛大学医学部附属病院 片山 均 

筑波大学附属病院 檜澤伸之 

東京医科大学茨城医療センター 中村博幸 

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 遠藤健夫 
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独立行政法人国立病院機構茨城東病院 大石修司 

特定医療法人社団 日鉱記念病院 天田敦子 

龍ヶ崎済生会病院 宮﨑邦彦 

岡山大学病院 木浦 勝行 

岡山赤十字病院 別所昭宏 

川崎医科大学附属川崎病院 沖本二郎 

沖縄県立中部病院 喜舎場朝雄 

社会医療法人仁愛会浦添総合病院 石垣昌伸 

独立行政法人国立病院機構沖縄病院 大湾勤子 

琉球大学医学部附属病院 藤田次郎 

社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 松本 強 

岩手県立中央病院 宇部健治 

岩手医科大学附属病院 山内広平 

大垣市民病院 進藤 丈 

宮崎大学医学部附属病院 松元信弘 

県立宮崎病院 姫路大輔 

財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 渡辺 洋 

東北薬科大学病院 海老名雅仁 

東北大学病院 一ノ瀬正和 

東北労災病院 三浦元彦 

京都大学医学部附属病院 三嶋理晃 

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 土谷美知子 

熊本大学医学部附属病院 興梠博次 

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 一門和哉 

熊本地域医療センター 柏原光介 

上天草市立上天草総合病院 和田正文 

下仁田厚生病院 青木秀夫 

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 茂木 充 

独立行政法人国立病院機構 西群馬病院 富澤由雄 

群馬大学医学部附属病院 久田剛志 

前橋赤十字病院 滝瀬 淳 

群馬県立がんセンター 今井久雄 

富岡地域医療事務組合 公立富岡総合病院 石塚隆雄 

広島赤十字・原爆病院 山﨑正弘 

三豊総合病院 山地康文 

高松赤十字病院 山本晃義 
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香川大学医学部附属病院 坂東修二 

高知大学医学部附属病院 横山 彰仁 

佐賀大学医学部附属病院 荒金尚子 

自治医科大学附属さいたま医療センター 小山信一郎 

越谷市立病院 家永浩樹 

埼玉県済生会栗橋病院 西村和幸 

防衛医科大学校病院 川名明彦 

埼玉県立がんセンター 酒井洋 

松阪市民病院 畑地 治 

山形大学医学部附属病院 柴田陽光 

日本海総合病院 斎藤 弘 

セントヒル病院 長崎美禰子 

滋賀医科大学医学部附属病院 中野恭幸 

大津赤十字病院 酒井直樹 

独立行政法人国立病院機構南九州病院 是枝快房 

済生会新潟第二病院 寺田正樹 

国立病院機構 西新潟中央病院 齋藤泰晴 

新潟大学医歯学総合病院 菊地利明 

新潟県立がんセンター新潟病院 田中洋史 

長岡赤十字病院 佐藤和弘 

東海大学医学部付属病院 浅野浩一郎 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 駒瀬裕子 

神奈川県立循環器呼吸器病センター 小倉高志 

恩賜財団 済生会横浜市東部病院 清水邦彦 

昭和大学横浜市北部病院 鹿間裕介 

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

呼吸器病センター 篠田雅宏 

聖マリアンナ医科大学病院 峯下昌道 

日本医科大学武蔵小杉病院 臼杵二郎 

独立行政法人国立病院機構相模原病院 粒来崇博 

北里大学病院 益田典幸 

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 神 靖人 

順天堂大学医学部附属静岡病院 岩神真一郎 

市立島田市民病院 小林 淳 

磐田市立総合病院 妹川史郎 

総合病院 聖隷浜松病院 中村秀範 
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浜松医療センター 笠松紀雄 

浜松医科大学医学部附属病院 須田隆文 

浜松赤十字病院 佐藤雅樹 

聖隷三方原病院 横村光司 

石川県立中央病院 西 耕一 

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 北 俊之 

金沢市立病院 安井正英 

金沢大学附属病院 笠原寿郎 

順天堂大学医学部附属浦安病院 富永 滋 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 青島正大 

千葉県がんセンター 飯笹俊彦 

独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 石川 哲 

船橋市立医療センター 中村祐之 

東京女子医科大学八千代医療センター 桂 秀樹 

独立行政法人市立堺病院 郷間 巌 

大阪大学医学部附属病院 木島貴志 

泉大津市立病院 野村奈穂 

大阪市立大学医学部附属病院 平田一人 

日本生命済生会付属日生病院 立花 功 

大阪赤十字病院 西坂泰夫 

大阪府済生会中津病院 長谷川吉則 

八尾徳洲会総合病院 原田 博雅 

大分大学医学部付属病院 門田淳一 

特定医療法人雄博会 千住病院 田中光 

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 長島聖二 

長崎大学病院 坂本憲穂 

長崎みなとメディカルセンター市民病院 吉岡寿麻子 

信州大学医学部附属病院 花岡正幸 

長野市民病院 吉池文明 

鳥取県立中央病院 杉本勇二 

島根大学医学部附属病院 礒部 威 

独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 柳川 崇  

東京都済生会中央病院 中村守男 

東京慈恵会医科大学 桑野和善 

杏林大学医学部付属病院 滝澤始 

東京都立広尾病院 阿部信二 
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日本赤十字社医療センター 生島壮一郎 

独立行政法人国立国際医療研究センター病院 杉山温人 

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディ

カルセンター 大河内康実 

独立行政法人国立病院機構東京病院 大田 健 

青梅市立総合病院 磯貝進 

社会福祉法人 三井記念病院 青野ひろみ 

東邦大学医療センター大森病院 本間 栄 

独立行政法人国立がん研究センター中央病院 大江裕一郎 

聖路加国際病院 蝶名林直彦 

町田市民病院 五十嵐尚志 

東海大学医学部付属八王子病院 坂巻文雄 

帝京大学医学部附属病院 長瀬洋之 

日本大学医学部附属板橋病院 高橋典明 

昭和大学病院 相良博典 

NTT東日本関東病院 臼井一裕 

東京都立多摩総合医療センター 高森幹雄 

日本医科大学付属病院 弦間昭彦 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 高橋和久 

がん・感染症センター都立駒込病院 岡村 樹 

東京都立墨東病院 渋谷泰寛 

東邦大学医療センター大橋病院 松瀬原人 

独立行政法人国立病院機構災害医療センター 上村光弘 

公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 大林王司 

順天堂大学医学部附属練馬病院 木戸健治 

徳島大学大学院呼吸器・膠原病内科学分野 西岡安彦 

獨協医科大学病院 石井芳樹 

自治医科大学附属病院 坂東政司 

佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 井上 卓 

医療法人平成記念病院 

中村武彦 

土居昭広 

奈良県立医科大学附属病院 木村 弘 

公益財団法人天理よろづ相談所病院 田口善夫 

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 玉置伸二 

恩賜財団済生会奈良病院 寺本正治 

富山大学附属病院 林 龍二 
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福井大学医学部附属病院 石塚 全 

久留米大学病院 星野友昭 

独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院 北里裕彦 

新田原聖母病院 緒方賢一 

大牟田天領病院 本田 泉 

朝倉医師会病院 上村知子 

福岡大学病院 渡辺憲太朗 

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 一木昌郎 

九州大学大学院医学研究院 中西洋一 

独立行政法人国立病院機構福岡病院 吉田 誠 

恵友会 霧ヶ丘つだ病院 津田 徹 

産業医科大学病院 迎 寛 

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 宗 哲哉 

北九州市立門司病院 廣瀬宣之 

神戸市立医療センター中央市民病院 富井啓介 

神鋼病院 松岡弘典 

神戸市立医療センター西市民病院 冨岡洋海 

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 中原保治 

明石医療センター 大西 尚 

独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 藤内 智 

旭川医科大学病院 大崎能伸 

独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院 大塚義紀 

岩見沢市立総合病院 上村 明 

手稲渓仁会病院 小場弘之 

札幌医科大学附属病院 高橋弘毅 

社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 藤田照久 

独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 秋山也寸史 

KKR札幌医療センター 福家 聡 

JA北海道厚生連 帯広厚生病院 髙村 圭 

橋本市民病院 藤田悦生 

和歌山県立医科大学附属病院 山本信之 

国際医療福祉大学 塩谷病院 梅田 啓 

福井県立病院 小嶋 徹 

＜統計解析アドバイザー＞ 

北里大学大学院薬学研究科 臨床統計部門 教授 竹内正弘 
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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 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) 

 


