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日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院で 
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 カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022] 

研究実施予定期間 院長が研究実施を許可した日 ～（西暦）2030 年   3 月 

研究実施診療科 循環器内科 

研究の倫理審査等 治験・臨床研究審査委員会審査日 2021 年 12 月 16 日 

院長が研究実施を許可した日 2022 年  1 月 21 日 

対象となる方 対象期間内に、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院循環器

内科において、カテーテルアブレーションを受けた方 

対象期間 （西暦） 2022 年  1 月 ～（西暦） 2027 年  3 月 

主たる研究実施機関 一般社団法人 日本不整脈心電学会 

（研究代表者氏名：山根 禎一  東京慈恵会医科大学 循環器内科・教授） 

共同研究機関 別紙【研究組織】参照 

当院の研究責任者 所属 副院長・循環器内科 氏名 吉田 幸彦 

研究の意義 本研究の成果は、将来の不整脈の診断・治療に役立つだけでなく、テ

ーラーメード医療（個別的化医療）の実現化を推進することに繋がる

ことが期待されます。 

研究の目的 本研究の目的は、全国のカテーテルアブレーション治療実施医療機

関からカテーテルアブレーション治療に関する情報を収集し、日本に

おけるカテーテルアブレーション治療の現状を把握し、不整脈診療に

おけるカテーテルアブレーション治療の有効性・有益性・安全性およ

びリスクを明らかにすることです。 

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。（性別、年

齢、身長、体重、症状、不整脈診断名、不整脈の原因、血液検査、心臓

超音波検査、カテーテルアブレーション手術日とカテーテルアブレー

ション手術方法、合併症、術後結果、術後合併症、退院時情報（退院

日・退院時転帰）、手術 1 年後の生存の有無、不整脈再発の有無） 

診療情報等の他機関 本研究で収集した情報を、機密性や安全性の措置が講じられたクラ
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への提供方法 ウド型の臨床情報収集システムに入力し、全国規模で行われている

「J-AB 2022」へ登録いたします。提供する際は、あなたを特定で

きる情報は記載せず、個人が特定できないように配慮いたします。

詳細は、日本不整脈心電学会ホームページをご覧ください。 

http://new.jhrs.or.jp/case-registry/ 

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 あなたの情報を提供する際は、匿名化処理を行い、個人情報が外部

に漏れないように厳重に管理いたします。また、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使用されます。 

この研究で得られた情報を将来、日本不整脈心電学会会員等が行う

研究に利用したり、国内や海外の関連学会のデータベースと連携する

可能性があり、研究計画書を変更する場合があります。その場合は、

日本不整脈心電学会研究倫理審査委員会での審議を経て、研究機関の

長の許可を受けて実施されます。これらの利用について文書を公開す

る場合は、日本不整脈心電学会ホームページ及び J-AB ホームページ

に掲載いたします。 

研究の資金源 この研究に必要な費用は、日本不整脈心電学会が負担します。 

利益相反 本研究に関する利益相反に関しては、日本不整脈心電学会及び共同

研究機関の取り決めに従い、適切に管理されるように努めます。また、

各研究機関の個々の研究者の利益相反については、研究代表者が取り

まとめて、日本不整脈心電学会研究倫理審査委員会へ報告し、同委員

会で審査します。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 本研究では、カテーテルアブレーション治療の不整脈診療における

有効性・有益性・安全性及びリスクを明らかにすることを目的に情報

を収集します。今後、同趣旨に合致する目的のために、研究の範囲外

でデータの利用を行う可能性があります。その場合は新しい研究計画

書を作成し、日本不整脈心電学会研究倫理審査委員会において判断さ

れた場合に限り認めます。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 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

  循環器内科  鈴木 博彦 

電話 052-832-1121（代表） 

 

  

http://new.jhrs.or.jp/case-registry/
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≪別紙≫ 

【研究組織】 

１．研究代表者 

山根 禎一（東京慈恵会医科大学循環器内科教授） 

 

２．共同研究者 

所 属 責任者 

大阪医療センター循環器内科 井上耕一 

日本医科大学付属病院循環器内科 岩崎雄樹 

国立循環器病研究センター心臓血管内科 草野研吾 

慶應義塾大学病院循環器内科 高月誠司 

群馬県立心臓血管センター循環器内科 中村紘規 

関西労災病院循環器内科・不整脈科 増田正晴 

慶應義塾大学病院循環器内科 勝俣良紀 

国立循環器病研究センター心臓血管内科 宮本康二 

東京慈恵会医科大学循環器内科 山下省吾 

日本大学医学部循環器内科 永嶋孝一 

国立循環器病研究センターOIC情報利用促進部 岩永喜高 

 

３．研究実施施設  

AOI 国際病院 総合東京病院 

JA 愛知厚生連 江南厚生病院 総合南東北病院 

JA 広島総合病院 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

JCHO 徳山中央病院 大垣市民病院 

JCHO 中京病院 大垣徳洲会病院 

NTT 東日本関東病院 大阪医科薬科大学病院 

イムス葛飾ハートセンター 大阪警察病院 

イムス東京葛飾総合病院 大阪市立総合医療センター 

いわき市医療センター 大阪市立大学医学部附属病院 

かわぐち心臓呼吸器病院 大阪赤十字病院 

さいたま市立病院 大阪大学医学部附属病院 

さいたま赤十字病院 大阪鉄道病院 

トヨタ記念病院 大阪府済生会千里病院 

ベルランド総合病院 大阪労災病院 

りんくう総合医療センター 大崎病院 東京ハートセンター 

愛仁会高槻病院 大手前病院 

愛仁会千船病院 大津赤十字病院 

愛知医科大学 循環器内科 大浜第一病院 

愛媛大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 

旭川医科大学 大和市立病院 
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綾瀬循環器病院 大和成和病院 

杏林大学 地域医療機能推進機構九州病院 

伊那中央病院 地域医療機能推進機構大阪病院 

医仁会武田総合病院 地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県

立総合医療センター 

医療法人 協仁会 小松病院 池上総合病院 

医療法人 川崎病院 筑波メディカルセンター病院 

医療法人あかね会土谷総合病院 筑波記念病院 

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 筑波大学附属病院 

医療法人橿原友紘会 大和橿原病院 中部国際医療センター 

医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管ク

リニック 

中部徳洲会病院 

医療法人三重ハートセンター 中部労災病院 

医療法人社団さくら会 高橋病院 長岡中央綜合病院 

医療法人社団誠高会おおたかの森病院 長崎大学病院 

医療法人藤井会石切生喜病院 長野医療生活協同組合長野中央病院 

医療法人徳洲会湘南鎌倉 長野赤十字病院 

医療法人良秀会 高石藤井心臓血管病院 鳥取大学 

一宮西病院 帝京大学医学部附属溝口病院 

茨城県立中央病院 帝京大学医学部附属病院 

浦添総合病院 天神会新古賀病院 

横浜旭中央総合病院 天陽会中央病院 

横浜医療センター 天理よろづ相談所病院 

横浜市立市民病院 田北会 田北病院 

横浜市立大学附属病院 土浦協同病院 

横浜総合病院 島根県立中央病院 

横浜南共済病院 島根大学医学部附属病院 

横浜労災病院 東海大学医学部 

岡山ハートクリニック 東海大学医学部付属八王子病院 

岡山赤十字病院 東京ハートリズムクリニック 

岡山大学病院 東京医科歯科大学病院 

岡村記念病院 東京医科大学病院 

下関市立市民病院 東京慈恵会医科大学附属病院 

加古川中央市民病院 東京女子医科大学病院 

株式会社日立製作所日立総合病院 東京都立多摩総合医療センター 

刈谷豊田総合病院 東京都立墨東病院 

関西医科大学総合医療センター 東京臨海病院 

関西医科大学附属病院 東広島医療センター 

関西労災病院 東芝林間病院 

関東労災病院 東北医科薬科大学内科学第一 
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岩国医療センター 東北大学病院 

岩手医科大学附属病院 藤田医科大学 

岩手県立胆沢病院 藤田医科大学ばんたね病院 

岩手県立中央病院 同愛記念病院 

嬉野医療センター 徳島赤十字病院 

岐阜ハートセンター 徳島大学病院 

岐阜県総合医療センター 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

岐阜県立多治見病院 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 

岐阜市民病院 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 

亀田総合病院 独立行政法人国立病院機能米子医療センター 

吉野川医療センター 奈良県立医科大学附属病院 

久留米大学病院 那覇市立病院 

宮崎市郡医師会病院 日本医科大学千葉北総病院 

京都岡本記念病院 日本医科大学付属病院 

京都大学医学部附属病院 日本医科大学武蔵小杉病院 

京都府立医科大学付属病院 日本海総合病院 

勤医協中央病院 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

近畿大学病院 日本赤十字社和歌山医療センター 

近江八幡市立総合医療センター 日本大学医学部附属板橋病院 

金沢医科大学病院 函館五稜郭病院 

金沢大学附属病院 函館中央病院 

九州大学病院 八尾市立病院 

九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科 半田市立半田病院 

九州労災病院門司メディカルセンター 飯田市立病院 

釧路孝仁会記念病院 磐田市立総合病院 

熊本大学病院 彦根市立病院 

熊本中央病院 姫路赤十字病院 

熊本労災病院 浜松医科大学医学部附属病院 

群馬県立小児医療センター 浜松医療センター 

群馬県立心臓血管センター 浜松赤十字病院 

群馬大学医学部附属病院 富永病院 

慶應義塾大学病院 富山県済生会高岡病院 

県立広島病院 富山赤十字病院 

佼成病院 富山大学附属病院 

公益財団法人 結核予防会 新山手病院 富士市立中央病院 

公益財団法人医学研究所北野病院 武蔵野赤十字病院 

公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 舞鶴共済病院 

公立昭和病院 福井県立病院 

公立置賜総合病院 福井循環器病院 
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厚生中央病院 福井大学医学部附属病院 

厚生連高岡病院 福岡県済生会二日市病院 

広島ハートセンター 広島心臓血管病院 福岡山王病院 

康生会武田病院 福岡市立こども病院 

弘前大学医学部附属病院 福岡赤十字病院 

行徳総合病院 福岡大学病院 

香川県立中央病院 福岡和白病院 

香川大学医学部附属病院 福山市民病院 

高松赤十字病院 福山循環器病院 

高知医療センター 福島県立医科大学 

高知赤十字病院 兵庫医科大学 

高知大学医学部附属病院 兵庫県立尼崎総合医療センター 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 豊橋市民病院 

国家公務員共済組合連合会呉共済病院 豊川市民病院 

国家公務員共済組合連合会浜の町病院 豊田厚生病院 

国際医療福祉大学三田病院 豊島病院 

国際医療福祉大学成田病院 防衛医科大学校病院 

国際医療福祉大学病院 北海道大学病院 

国保君津中央病院 北海道立北見病院 

国立循環器病研究センター 北見赤十字病院 

国立病院機構鹿児島医療センター 北播磨総合医療センター 

国立病院機構相模原病院 牧港中央病院 

国立病院機構大阪南医療センター 牧田総合病院 

国立病院機構北海道医療センター 幕張不整脈クリニック 

国立病院機構名古屋医療センター 名寄市立総合病院 

国立病院機構九州医療センター 名古屋セントラル病院 

国立病院機構高崎総合医療センター 名古屋ハートセンター 

国立病院機構災害医療センター 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 

国立病院機構東京医療センター 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 

佐賀大学医学部附属病院 名古屋市立大学病院 

佐久医療センター 名古屋大学医学部附属病院 

佐世保市総合医療センター 名古屋徳洲会総合病院 

佐世保中央病院 名張市立病院 

砂川市立病院 葉山ハートセンター 

済生会横浜市東部病院 洛和会音羽病院 

済生会熊本病院 立川綜合病院 

済生会山口総合病院 練馬光が丘病院 

済生会新潟病院 和歌山県立医科大学 

済生会川口総合病院 獨協医科大学埼玉医療センター 
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済生会泉尾病院 JA 愛知厚生連海南病院 

済生会中津病院 JCHO 埼玉メディカルセンター 

済生会福岡総合病院 JCHO 神戸中央病院 

細木病院 JR 東京総合病院 

榊原記念病院 旭中央病院 

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 

埼玉医科大学国際医療センター 一宮市立市民病院 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 横須賀共済病院 

埼玉石心会病院 沖縄県立中部病院 

桜橋渡辺病院 荻窪病院 

札幌医科大学 河北総合病院 

札幌整形循環器病院 葛西昌医会病院 

札幌東徳洲会病院 関東中央病院 

札幌白石記念病院 岸和田徳洲会病院 

三菱京都病院 岐阜大学医学部附属病院 

山形大学医学部附属病院 熊本赤十字病院 

山口大学医学部附属病院 桑名市総合医療センター 

山梨県立中央病院 公立陶生病院 

産業医科大学病院 広島市立安佐市民病院 

市立伊丹病院 高木病院 

市立岸和田市民病院 国立循環器病研究センター小児循環器内科 

市立札幌病院 市立大村市民病院 

市立四日市病院 滋賀医科大学附属病院 

市立大津市民病院 昭和大学横浜市北部病院 

市立東大阪医療センター 神奈川県済生会横浜市南部病院 

自治医科大学病院 星総合病院 

自治医科大学附属さいたま医療センター 西宮渡辺心臓脳・血管センター 

鹿児島市立病院 石巻赤十字病院 

鹿児島大学病院 千葉大学医学部附属病院 

鹿嶋ハートクリニック 相澤病院 

社会医療法人 高清会 高井病院 草加市立病院 

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 多治見市民病院 

社会医療法人 北斗 北斗病院 大阪急性期・総合医療センター 

社会医療法人近森会 近森病院 大崎市民病院 

社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 中東遠総合医療センター 

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原

病院 

長崎医療センター 

社会医療法人誠光会淡海医療センター 鳥取県立中央病院 

社会医療法人大成会 福岡記念病院 東京ベイ浦安市川医療センター 
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社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院 東京山手メディカルセンター 

社会福祉法人仁正社江戸川病院 東京心臓不整脈病院 

守口生野記念病院 東京都保健医療公社大久保病院 

手稲渓仁会病院 名古屋掖済会病院 

秋田厚生医療センター 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 

春日部中央総合病院 柏市立柏病院 

順天堂大学医学部附属浦安病院 飯塚病院 

順天堂大学医学部附属静岡病院 豊橋ハートンセンター 

所沢ハートセンター 北海道大野記念病院 

小倉記念病院 友愛会 友愛医療センター 

小田原市立病院 市立秋田総合病院 

小牧市民病院 由利組合総合病院 

昭和大学藤が丘病院 伊勢赤十字病院 

昭和大学江東豊洲病院 横浜市立みなと赤十字病院 

昭和大学病院 華岡青洲記念病院 

松戸市立総合医療センター 京都第一赤十字病院 

松江生協病院 京都第二赤十字病院 

松山赤十字病院 広島市立広島市民病院 

松波総合病院 国立病院機構 別府医療センター 

松本協立病院 国立病院機構帯広病院 

沼津市立病院 国立病院機構大阪医療センター 

湘南東部総合病院 滋賀県立総合病院 

神戸大学医学部附属病院 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 

神戸労災病院 東京大学医学部附属病院 

神戸掖済会病院 奈良県西和医療センター 

神奈川県立循環器呼吸器病センター 馬場記念病院 

諏訪赤十字病院 富山県立中央病院 

水戸済生会総合病院 北海道社会事業協会 帯広病院 

成田赤十字病院 尾道総合病院 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 北九市立八幡病院 

聖マリアンナ医科大学病院 東京品川病院 

聖マリア病院 みなみ野循環器病院 

聖隷三方原病院 国立国際医療研究センター病院 

聖隷浜松病院 広島大学病院 

聖路加国際病院 東京都立広尾病院 

西宮市立中央病院 平塚共済病院 

青梅市立総合病院 兵庫県立姫路循環器病センター 

静岡県立総合病院 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 

静岡済生会総合病院 小田原循環器病院 
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石川県立中央病院 東千葉メディカルセンター 

仙台医療センター 津山中央病院 

仙台厚生病院 千葉県救急医療センター 

仙台市医療センター仙台オープン病院 船橋市立医療センター 

仙台市立病院 千葉県循環器病センター 

仙台循環器病センター 福岡市民病院 

千葉県済生会習志野病院 明石医療センター 

千葉市立海浜病院 苑田第一病院 

川口市立医療センター 霞ヶ浦医療センター 

川崎幸病院 済生会京都府病院 

川崎市立川崎病院 新小山市民病院 

倉敷中央病院 昭和伊南総合病院 

相模原協同病院 佐賀県医療センター好生館 

総合青山病院 北海道循環器病院 

総合大雄会病院  

 


