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： ２０１3 年 7 月 9 日 ～ ２０14 年 11 月 14 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、

手術を受けられた方

【研究課題名】

進行胃癌に対する術前病期診断による予後予測能についての附随研究
（JCOG1302A2）
【研究の目的・背景】
《目的》
治療開始前の画像診断データで診断された臨床分類による病期に基づいた予後（5 年生
存割合）を明らかにします。
《研究に至る背景》
本研究によって、治療に先立ち生存期間を予測することができ、治療法の決定に重要な
情報が得られます。高い治療効果が期待できる一方でリスクを伴う治療を、予後不良と予測
される患者さんに限って行うことができ、予後が良好と予測される患者さんには行なわな
いことで治療に伴う過剰なリスクを回避できるようになると考えています。
【研究のために診療情報を解析研究する期間】
２０２１年 6 月 2１日 ～ 20２４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 吉川貴己 のもと研究終了時
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： カルテ記載のデータ、検査データ、看護記録、診療記録、病理結果など
【研究代表者】
国立がん研究センター 吉川貴己
【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

【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、国立がん研究センターへ郵送で提供いたします。
【研究の方法等に関する資料の閲覧について】
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。
【データの二次利用について】
本附随研究で得られたデータについては、JCOG の該当する委員会（プロトコール審査委
員会、効果・安全性評価委員会など）の審査を経て承認された場合に限り、国内や海外でデ
ータを二次利用（メタアナリシスなど）することがあり得ます。ただし、外部へのデータ提
供（メタアナリシスなど）を行う場合は個人を特定できない形で行います。
データの二次利用を行った場合は、JCOG ホームページにてその旨を公開し、患者さんが
拒否できる機会を保障いたします。
【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。

【利用する者の範囲】
医療機関名 科名（施設名） 研究責任者
函館厚生院函館五稜郭病院 外科 高金 明典

恵佑会札幌病院 消化器外科 西田 靖仙
岩手医科大学 外科 秋山 有史
国立病院機構仙台医療センター 外科 手島 伸
宮城県立がんセンター 消化器外科 藤谷 恒明
山形県立中央病院 外科 福島 紀雅
栃木県立がんセンター 外科 松下 尚之
埼玉県立がんセンター 消化器外科 川島 吉之
国立がん研究センター東病院 胃外科・消化管内科 木下 敬弘
千葉県がんセンター 消化器外科・消化器内科 滝口 伸浩
国立がん研究センター中央病院 胃外科 吉川 貴己
がん・感染症センター都立駒込病院 外科・腫瘍内科 長 晴彦
東京医科歯科大学 胃外科 徳永 正則
がん研究会有明病院 消化器外科 布部 創也
虎の門病院 消化器科、消化器外科、臨床腫瘍科 上野 正紀
神奈川県立がんセンター 消化器外科/消化器内科 山田 貴允
北里大学医学部 消化器内科 小泉 和三郎
横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 國崎 主税
新潟県立がんセンター新潟病院 外科 藪崎 裕
新潟県厚生連長岡中央綜合病院 外科 河内 保之
富山県立中央病院 外科 加治 正英
石川県立中央病院 消化器内科・外科 辻 国広
岐阜大学医学部 腫瘍外科 吉田 和弘
岐阜市民病院 外科 山田 誠
静岡県立総合病院 消化器センター 渡邉 昌也
静岡県立静岡がんセンター 胃外科、消化器内科、内視鏡科 寺島 雅典
愛知県がんセンター 消化器外科 伊藤 誠二
名古屋大学医学部 消化器外科 1・消化器外科 2 田中 千恵
国立病院機構京都医療センター 外科 畑 啓昭
大阪大学医学部 消化器外科／消化器内科 土岐 祐一郎
大阪国際がんセンター 消化器外科 大森 健
国立病院機構大阪医療センター 外科・消化器内科 平尾 素宏
大阪医科大学 化学療法センター/一般・消化器外科 後藤 昌弘
市立豊中病院 外科 今村 博司
堺市立総合医療センター 外科 藤田 淳也
関西医科大学附属病院 外科 井上 健太郎
神戸大学医学部 消化器内科/食道胃腸外科 掛地 吉弘
関西労災病院 消化器外科・消化器内科 竹野 淳
兵庫医科大学 上部消化管外科 石田 善敬

兵庫県立がんセンター 消化器外科・内科 津田 政広
市立伊丹病院 外科・消化器内科 飯石 浩康
和歌山県立医科大学 第 2 外科 山上 裕機
島根大学医学部 消化器・総合外科 田島 義証
岡山大学病院 消化管外科 藤原 俊義
広島大学病院 消化器外科 田邊 和照
広島市立広島市民病院 外科 丁田 泰宏
広島市立安佐市民病院 外科 檜原 淳
福山市民病院 外科 大野 聡
国立病院機構四国がんセンター 消化器外科・消化器内科 羽藤 慎二
大分大学医学部附属病院 消化器外科 猪股 雅史
【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)

