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名古屋第二赤十字病院で診療を受けられる患者さんへ 
～臨床研究に関する情報公開について～ 

 

当院では、下記の研究を実施しております。 

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、カルテ情報等の診療情報を研究目的に利用され

ることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方に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、下記の問い合わせ先にご連絡ください。その場合でも患者さんに不利益が

生じることはありません。また、研究の詳細についてお知りになりたい場合も、下記の問い合わ

せ先にご連絡下さい。なお、研究の詳細については、他の研究対象者等の第三者の個人情報や知

的財産の保護に支障がない範囲内での開示となります。 

 

研究課題名 小児血液腫瘍性疾患を対象とした二次がん発症に関するケースコント

ロール研究（JACLS-SN-17） 

研究実施予定期間 院長が研究実施を許可した日 ～（西暦） 2020 年 12 月 

研究実施診療科 小児科 

研究の倫理審査等 治験・臨床研究審査委員会審査日 2018 年 12 月 17 日 

院長が研究実施を許可した日 2019 年  1 月  4 日 

対象となる方 対象期間内に、名古屋第二赤十字病院小児科において、初発血液腫瘍

性疾患の診断を受けた方 

対象期間 （西暦） 1991 年 1 月 ～（西暦） 2011 年 12 月 

主たる研究実施機関 淀川キリスト教病院 緩和医療内科 

（研究代表者氏名： 早川 晶  ） 

共同研究機関 別紙【研究組織】参照 

当院の研究責任者 所属 小児科 氏名 石井 睦夫 

研究の意義 日本でも様々な種類の癌を含む小児がん患者についての検討が行われ

ており、照射との関連や移植との関連が示されていますが、薬剤との

関連などはいまだ詳細について十分にわかっていません。また全脳へ

の放射線照射と中枢神経系の二次がんの関連が指摘されていますが、

近年の全脳への放射線照射を回避する治療における二次がん発生状況

の変化も十分把握されていません。そこで我々は二次がんの種類と頻

度を明らかにし、その原因としての治療内容との関連を明らかにする

ことを目的に、本研究を計画しました。 

研究の目的 小児白血病研究会（JACLS）に登録された、小児の血液腫瘍性疾患を

有する患者さんに対する治療内容（放射線照射や抗悪性腫瘍療法など）

や患者さんの疾患がもつ性質などが、患者さんが将来に二次がん発生

リスクに及ぼす影響を検討することです。 

研究の方法 対象となる方の臨床情報について、診療録を振り返って収集し、集め

られた情報を研究代表者が解析します。 

研究に使用するもの 診療録から得られる情報を、匿名化した上で使用します。（診断時年齢、

性別、疾患名、診断日、治療内容、使用した薬剤名・日にち等） 
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診療情報等の他機関 

への提供方法 

各共同研究機関にて匿名化された調査票を、主研究機関である淀川キ

リスト教病院 緩和医療内科に送付します。 

結果の公表 関連学会や学術論文等で発表予定です。対象者の氏名等の、直ちに個

人を特定できる情報を公表することはありません。 

個人情報の保護 対象者の方の情報の使用に際しては、氏名や住所等といった個人を直

ちに特定できるような情報とは切り離し、対象者個人とは無関係の番

号を付けた上で、研究責任者の責任の下、廃棄するまで厳重に保管・

管理します。 

研究の資金源 本研究は JACLS 研究資金を用いて実施しますが、当院の研究実施に

は特に資金を必要とせず、外部からの資金提供もありません。 

利益相反 本研究の実施にあたり、研究の透明性や公正性を損なうような利益相

反はありません。 

情報等の二次利用 本研究で得られた情報等は、将来、本研究に関連する別の研究のために

利用させていただく可能性があります。その場合には、その計画につい

て別途倫理審査を受け、承認を得た上で使用します。二次利用を希望さ

れない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

問い合わせ先 名古屋第二赤十字病院  小児科  石井 睦夫 

電話 052-832-1121（代表） 
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≪別紙≫ 

【研究組織】 

１．研究代表者 

淀川キリスト教病院 緩和医療内科  早川 晶 

 

２．研究実施施設・共同研究者 

所 属 責任者 

札幌医科大学附属病院 堀 司 

北海道大学病院 井口晶裕 

KKR札幌医療センター 鹿野高明 

旭川医科大学病院 畠山直樹 

北海道立子ども総合医療・療育センター 小田孝憲  

市立釧路総合病院 足立憲昭 

市立函館病院 依田弥奈子 依田弥奈子 

市立旭川病院 中嶋雅秀 中嶋雅秀 

王子総合病院 小林徳雄 小林徳雄 

社会医療法人北楡会札幌北楡病院 小林良二 

北見赤十字病院 佐藤智信 

函館中央病院 水上晋 

釧路赤十字病院 仲西正憲 

函館五稜郭病院  阿部修司 

日鋼記念病院  上野倫彦 

帯広厚生病院  植竹公明 

帯広協会病院  青柳勇人 

浜松医科大学医学部附属病院  坂口公祥 

聖隷浜松病院  松林正 

豊橋市民病院  伊藤剛 

安城更生病院  宮島雄二 

藤田保健衛生大学病院 工藤寿子 

名古屋市立大学病院 亀井美智 

名古屋大学医学部附属病院 高橋義行 

名古屋第一赤十字病院  加藤剛二 

名古屋第二赤十字病院 石井睦夫 

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 堀部敬三 

岐阜大学医学部附属病院 深尾敏行 

岐阜市民病院 篠田邦大 

三重大学医学部附属病院 平山雅浩 

浜松医療センター 矢島周平 

名鉄病院 福田稔 

中東遠総合医療センター 久保田晃 
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磐田市立総合病院 遠藤彰 

奈良県立医科大学附属病院 嶋緑倫 

関西医科大学病院  河崎裕英 

大阪大学医学部附属病院  橋井佳子 

大阪市立総合医療センター 原純一 

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター子 寺田志津子 

大阪母子医療センター 井上雅美 

近畿大学医学部附属病院 坂田尚己 

和歌山県立医科大学附属病院 神波信次 

兵庫医科大学病院 竹島泰弘 

神戸大学医学部附属病院  森 健 

兵庫県立こども病院 小阪嘉之 

大阪市立大学医学部附属病院 時政定雄 

社会医療法人真美会中野こども病院 圀府寺美 

姫路赤十字病院 久呉真章 

市立豊中病院 茶山公祐 

川崎医科大学附属病院 寺西英人 

岡山大学病院 嶋田明 

岡山赤十字病院 楢原幸二 

岡山済生会総合病院 野口佳江 

倉敷中央病院 今井剛 

広島大学病院 小林正夫 

広島赤十字・原爆病院 藤田直人 

独立行政法人国立病院機構呉医療センター 宮河真一郎 

香川大学医学部附属病院 岡田仁 

高知大学医学部附属病院 久川浩章 

高知医療センター 西内律雄 

愛媛大学医学部附属病院 田内久道 

松山赤十字病院 米澤早智子 

愛媛県立中央病院 石田也寸志 

島根大学医学部附属病院 金井理恵 

西条中央病院 濱田淳平 

福山医療センター 村岡倫子 

津山中央病院 嶋田明 

大分大学医学部附属病院 末延聡一 

佐賀大学医学部附属病院 西眞範 

産業医科大学病院 本田裕子 

北九州市立八幡病院小児救急センター  神薗淳司 

京都大学医学部付属病院 足立壯一 
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京都桂病院 澤田眞智子 

西神戸医療センター 松原康策 

日本赤十字社和歌山医療センター 濱畑啓悟 

大津赤十字病院 大封智雄 

福井大学医学部附属病院 大嶋勇成 

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 塩田光隆 

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 小松博史 

地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 黒田啓史 

明石市立市民病院 貫名貞之 

松下記念病院 磯田賢一 

京都府立医科大学医学部附属病院 今村俊彦 

大阪赤十字病院 藤野寿典 

兵庫県立尼崎総合医療センター 宇佐美郁哉 

京都山城総合医療センター 加納原 

弘前大学医学部附属病院 伊藤悦朗 

青森県立中央病院 高橋良博 

岩手医科大学附属病院 遠藤幹也 

岩手県立中部病院 越前屋竹寅 

東北大学病院 笹原洋二 

山形大学医学部附属病院 三井哲夫 

宮城県立こども病院 今泉益栄 

 


