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腫瘍外科の外来診療あるいは入院診療を受けられた患者さんへ 

 

「肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の 

腫瘍学的安全性を評価する後ろ向き試験」への協力のお願い 
 

腫瘍外科では、過去に下記のような診療を受けた患者さんの試料・情報を用いた研究を行い

ます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

研究の対象：2009年 1月～2013年 12月に当科において、大腸癌の手術を受けられた方 

研究期間：倫理審査委員会承認日～2019年 12月 31日 

研究目的・方法 :  

本研究では、肥満患者に対する腹腔鏡下手術の短期、及び長期成績について後ろ向きにデータ解析を行

い、肥満患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性について検討します。 

 

研究に用いる試料・情報の種類： 

本院におきまして、既に大腸癌の手術を受けられた患者さんの臨床情報（情報）を医学研究へ応用させ

ていただきたいと思います。患者さんの診療記録より、年齢、性別などを収集し、この研究に使用させ

て頂きます。なお患者さんの診療記録（情報）を使用させていただきますことは岐阜大学医学研究等倫

理審査委員会において審査、承認され、岐阜大学医学系研究科長および医学部附属病院長の許可を得て

います。また、患者さんの情報は、国の定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従い、

匿名化したうえで管理しますので、患者さんのプライバシーは厳密に守られます。当然のことながら、

個人情報保護法などの法律を遵守いたします。 

 

外部への試料・情報の提供： 

各施設に研究主施設より、症例登録用のデータファイル（エクセル一覧表）を作成し配布します。（ファイ

ルにはパスワードを設定します）。各施設において、カルテ番号、名前などの個人情報の記載のない匿名化

されたデータファイルを作成します。データのファイルを研究主施設に送付します。研究主施設にて各施設

のデータファイルを統合し、データベースとします。 

 

研究組織：  

会員番

号 
施設名 施設代表者 

001 上尾中央病院 宮内邦浩 

002 回生会 生駒外科医院 生駒 明 

003 石川県立中央病院 伴登宏行 

004 岩手医科大学 大塚幸喜 

005 大分大学 猪股雅史 

006 大阪医科大学附属病院 奥田準二 

007 国立病院機構 大阪医療センタ－ 池田 正孝 



 1 

008 大阪市立大学 平川弘聖 

009 大阪赤十字病院 福田明輝 

010 大阪大学 森 正樹 

011 独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 長谷川順一 

012 岡山赤十字病院 池田英二 

013 香川県立中央病院 矢野匡亮 

014 香川大学医学部附属病院 鈴木康之 

015 癌研有明病院 福長洋介 

016 北里大学医学部 渡邊昌彦 

017 九州大学大学院医学研究院 真鍋達也 

018 京都医療センター 山口高史 

019 京都大学 坂井義治 

020 京都府立医科大学 中西正芳 

021 杏林大学 正木忠彦 

022 近畿大学 奥野清隆 

023 慶應義塾大学医学部 北川雄光 

024 高知医療センター 寺石文則 

025 高知大学医学部 小林道也 

026 国立がん研究センター中央病院 金光幸秀 

027 国立がん研究センター東病院 伊藤雅昭 

028 埼玉医科大学国際医療センター 山口茂樹 

029 埼玉県立がんセンター（担当異動につき保留）   

030 札幌医科大学 竹政伊知朗 

031 国立病院機構 四国がんセンター 小畠誉也 

032 静岡県立静岡がんセンター 絹笠祐介 

033 自治医科大学 堀江久永 

035 順天堂大学 坂本一博 

036 順天堂大学浦安病院 福永正氣 
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037 昭和大学横浜市北部病院 石田文生 

039 市立吹田市民病院 村田幸平 

040 聖マリアンナ医科大学 大坪毅人 

041 仙台市医療センター仙台オープン病院 小山 淳 

042 立川メディカルセンター 立川総合病院 岡部正明 

043 相模原赤十字病院 西山保比古 

044 東京医科歯科大学大学院 杉原健一 

045 東京慈恵会医科大学 柏木秀幸 

046 東邦大学医療センター大橋病院 斉田芳久 

047 東北大学病院 海野倫明 

048 徳島大学病院 島田光生 

049 長野市民病院 宗像康博 

050 名古屋第二赤十字病院 坂本英至 

051 新潟県立がんセンター新潟病院 瀧井康公 

052 西宮市立中央病院 根津理一郎 

053 函館五稜郭病院 高金明典 

054 広島大学大学院 惠木浩之 

055 福井県済生会病院 宗本義則 

056 福岡大学病院 長谷川傑 

057 福山市民病院 黒瀬洋平 

058 藤田保健衛生大学 前田耕太郎 

059 富士宮市立病院 米村克彦 

060 ベルランド総合病院 川崎誠康 

062 山口大学大学院 岡 正朗 

063 横浜市立大学附属市民総合医療センター 大田貢由 

064 淀川キリスト教病院 豊川晃弘 

066 長崎大学病院 藤田文彦 

067 大阪府立急性期総合医療センター 岩瀬和裕 
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068 虎の門病院 黒柳洋弥 

070 岐阜大学医学部 吉田和弘 

071 横浜市立大学大学院医学研究科 遠藤 格 

072 栃木県立がんセンター 小澤平太 

073 済生会横浜市南部病院 池 秀之 

074 関西労災病院 加藤健志 

075 八尾市立病院 井出義人 

076 札幌厚生病院 山上英樹 

078 JR札幌病院 鶴間哲弘 

079 西神戸医療センター 姜 貴嗣 

080 広島市立安佐市民病院 吉満政義 

081 愛媛県立中央病院 吉山広嗣 

083 メディカルトピア草加病院 金平永二 

084 名古屋大学大学院医学系研究科 梛野正人 

085 総合南東北病院 寺西 寧 

086 横須賀共済病院 渡邉 純 

087 東京大学医学部 渡邉聡明 

088 広島市立広島市民病院 岡島正純 

089 NTT東日本関東病院 針原 康 

090 西北中央病院 笹田大敬 

091 鳥取大学 池口正英 

092 東京女子医科大学 山本雅一 

093 国立国際医療研究センター 矢野秀朗 

094 三重大学医学部 楠 正人 

095 横浜南共済病院 稲垣大輔 

097 川崎医科大学 鶴田 淳 

098 神奈川県立がんセンター 塩澤 学 

099 尼崎中央病院 吉田静雄 
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100 福井県立病院 道傳研司 

101 鹿児島大学 夏越祥次 

102 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 有留 邦明 

103 兵庫県立がんセンター 富永正寛 

104 神鋼記念病院 石井正之 

105 藤沢市民病院 仲野 明 

106 平塚市民病院 中川基人 

107 帝京大学医学部 橋口陽二郎 

108 昭和大学藤が丘病院 田中淳一 

109 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 北薗正樹 

110 長崎医療センター  竹下浩明 

111 田附興風会医学研究所 北野病院 福田明輝 

113 関西医科大学 濱田 円 

114 神戸大学 掛地吉弘 

115 福島県立医科大学会津医療センター 遠藤俊吾 

116 静岡市立清水病院 山崎將典 

117 琉球大学 西巻 正 

118 JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 壁島康郎 

119 厚生連高岡病院 小竹優範 

120 北里大学北里研究所病院 石井良幸 

121 佐野厚生総合病院 奥澤星二郎 

122 北里大学メディカルセンター 小野里航 

123 独立行政法人国立病院機構相模原病院 金澤秀紀 

124 静岡県立総合病院 大端 考 

125 社会医療法人敬愛会 中頭病院 當山鉄男 

126 浦添総合病院 新垣淳也 

127 第一東和会病院 千野佳秀 

128 沖縄赤十字病院 大嶺靖 
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129 NTT西日本大阪病院 大西 直 

130 佐世保市立総合病院 福岡秀敏 

131 横浜新緑総合病院 消化器センター  齊藤 修治 

132 大阪府立成人病センター 大植雅之 

133 岩手県立中央病院 井上 宰 

134 東京都立広尾病院 小林 宏寿 

135 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 植木 隆 

136 弘前大学 袴田健一 

137 JA北海道厚生連旭川厚生病院 舩越 徹 

138 練馬光が丘病院 小西文雄 

139 姫路赤十字病院 松本祐介 

140 住友別子病院 赤本伸太郎 

141 聖マリアンナ医科大学東横病院 宮島 伸宜 

142 関西医科大学総合医療センター 徳原 克治 

143 日本医科大学付属病院 内田英二 

144 帝京大学医学部附属溝口病院 藤野昇三 

145 川崎市立多摩病院 朝倉武士 

146 岡山大学病院 藤原 俊義 

147 医療法人 ＪＲ広島病院 吉田 誠 

148 島根県立中央病院 金澤旭宣 

149 産業医科大学若松病院 永田 淳 

150 JA尾道総合病院 中原 雅浩 

151 自治医科大学さいたま医療センター 宮倉 安幸 

 

 

研究への参加辞退をご希望の場合 

本研究に関して新たに患者さんに行っていただくことはありませんし、費用もかかりません。本研究に

関する質問等がありましたら以下の連絡先まで問い合わせください。また、試料・情報が当該研究に用

いられることについて了承いただけない場合には研究対象としませんので、以下の連絡先まで申し出く

ださい。なお、本研究は、岐阜大学大学院医学系研究科医学研究等倫理審査委員会の承認を得ておりま

す。また、この研究への参加をお断りになった場合にも、将来にわたって当科における診療・治療にお

いて不利益を被ることはありませんので、ご安心ください。 
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研究から生じる知的財産権の帰属と利益相反 

 研究者及び腹腔鏡下大腸切除研究会に帰属し、研究対象者には生じません。研究の結果の解釈および結

果の解釈に影響を及ぼすような「起こりえる利益相反」は存在しません。 

 

連絡先 

 岐阜大学医学部腫瘍外科 

 電話番号 ０５８－２３０－６２３５ 

氏名：髙橋孝夫 

 

研究責任者 

 岐阜大学医学部腫瘍外科 

 氏名：吉田和弘 

 

研究代表者 

 大分大学医学部消化器・小児外科学講座 

氏名：赤木 智徳 河野 洋平 

 


