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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 前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血病におけ

る長期予後と治療実態調査（観察研究） 

研究実施予定期間 院長が研究実施を許可した日 ～（西暦） 2024 年 ３月 

研究実施診療科 血液・腫瘍内科 

研究の倫理審査等 治験・臨床研究審査委員会審査日 2022 年 8 月 9 日 

院長が研究実施を許可した日 2022 年 8 月 10 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血液・

腫瘍内科において、急性前骨髄球性白血病と診断を受けて観察研究に

登録された方 

対象期間 （西暦） 2007 年 7 月 ～（西暦）2016 年 1 月 

主たる研究実施機関 埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科 

（研究代表者氏名： 前田 智也  ） 

共同研究機関 別紙【研究組織】参照 

当院の研究責任者 所属 血液・腫瘍内科 氏名 小林美希 

研究の意義・目的 成人白血病治療共同研究機構(JALSG)が行った観察研究に登録され

た治療関連急性前骨髄球性白血病（tAPL）と初発急性前骨髄球性白血

病（de novo APL）の患者さんが対象です。t-APL と同時期に登録

された de novo APL との比較により tAPL の予後を解析し、再発リ

スク分類や付加的染色体異常による予後への影響が検討されます。 

研究の方法 観察研究で得られたデータを統合して解析します。既に集められた情

報以外は研究事務局により当施設を含む研究参加施設へのオンライン

アンケートツールによる追加調査が行われます。 

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。（年齢、性別、

付加的染色体異常、再発リスク分類比率、tAPL 発症前背景、初回診断

時データ等） 

診療情報等の他機関 

への提供方法 

必要なデータを、研究担当者がインターネット上の専用システムに登

録します。なお、データは、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され、セキュリティーのかかったデータ
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ベース上で管理されます。 

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 本研究を実行する JALSG の運営は国立研究開発法人日本医療研究開発

機構（AMED）などの公的研究資金と JALSG 施設会員の会費と協賛企

業等の寄付等によって運営されている。協賛企業等の一覧は JALSGホー

ムページ（https://www.jalsg.jp/）に掲示されています。 

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 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

  血液・腫瘍内科  小林 美希 

電話 052-832-1121（代表） 
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≪別紙≫ 

【研究組織】 

１． 研究代表者 

埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科 前田 智也 

 

２． 研究実施予定施設 

JALSG参加の以下の施設およびその関連病院で、本研究の対象となる患者登録を行った施設で予定

されていますが、JALSGのウェブサイトホームページで最新のものが参照できます。 

 

八田 善弘 日本大学板橋病院 血液膠原病内科 

綿本 浩一 小牧市民病院 血液内科 

尾関 和貴 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 血液・腫瘍内科 

谷口 康博 近畿大学病院 血液・膠原病内科 

政家 寛明 大阪国際がんセンター 血液内科 

徳永 賢治 熊本大学病院 血液内科 

矢野 朋文 独立行政法人 労働者健康安全機構 岡山労災病院 内科 

木口 亨 中国中央病院 血液内科 

半田 寛 群馬大学医学部附属病院 血液内科 

前田 智也 埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科 

堺田 惠美子 千葉大学医学部附属病院 血液内科 

深澤 元晴 独立行政法人 地域医療機能推進機構 船橋中央病院 内科 

土橋 史明 東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科 

三谷 絹子 獨協医科大学病院 血液・腫瘍内科 

平野 大希 国立病院機構名古屋医療センター 血液内科 

住 昌彦 長野赤十字病院 血液内科 

岩城 憲子 金沢大学附属病院 血液内科 

片桐 誠一朗 東京医科大学病院 血液内科 

太田 秀一 社会医療法人北楡会札幌北楡病院人工臓器・移植・細胞治療研究所 血液内科 

高田 覚 済生会前橋病院 血液内科 

川俣 豊隆 東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科 

大塚 英一 大分県立病院 血液内科  

末廣 陽子 国立病院機構九州がんセンター 血液内科 

東梅 友美 山形大学医学部附属病院 血液内科 

鈴島 仁 くまもと森都総合病院 血液内科 

白土 基明 飯塚病院 血液内科 

久保 恒明 青森県立中央病院 血液内科 

村山 徹 兵庫県立がんセンター 血液内科 

堀池 重夫 京都府立医科大学附属病院 血液内科 

臼杵 憲祐 NTT 東日本関東病院 血液内科 

萩原 真紀 横浜市立大学附属病院 血液・リウマチ・感染症内科 

藤澤 信 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 
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坂井 知之 金沢医科大学病院 血液・リウマチ膠原病科 

遠宮 靖雄 宮城県立がんセンター 血液内科 

山本 正英 東京医科歯科大学医学部附属病院 血液内科 

池田 宇次 静岡県立静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科 

伊藤 琢生 国立病院機構呉医療センター 血液内科 

富川 武樹 埼玉医科大学総合医療センター 血液内科 

松田 光弘 医療法人宝生会 PL 病院 血液内科 

高橋 勉 島根大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科 

釜江 剛 大手前病院 血液内科 

横山 泰久 筑波大学附属病院 血液内科 

武藤 秀治 東京都立大塚病院 輸血科(血液内科) 

梶口 智弘 公立陶生病院 血液・腫瘍内科 

吉田 近思 国立病院機構 水戸医療センター 血液内科  

木村 晋也 佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 

杉田 泰雅 大網白里市立国保大網病院 血液内科 

山下 浩平 京都大学医学部附属病院 血液内科 

伊藤 満 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 血液内科 

竹内 誠 岡山赤十字病院 血液内科 

田中 宏明 国保旭中央病院 血液内科 

石川 裕一 名古屋大学医学部附属病院 血液内科 

外山 耕太郎 公立藤岡総合病院 血液内科 

名和 由一郎 愛媛県立中央病院 血液内科 

竹下 明裕 浜松医科大学附属病院 血液内科 

村上 五月 愛知医科大学病院 血液内科 

藤巻 克通 藤沢市民病院 血液内科  

吉田 真一郎 国立病院機構長崎医療センター 血液内科 

吉田 功 国立病院機構四国がんセンター 血液腫瘍内科 

川崎 理加 済生会横浜市南部病院 血液内科 

玉井 洋太郎 湘南鎌倉総合病院 血液内科 

岡村 篤夫 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 腫瘍・血液内科 

黒川 敏郎 富山赤十字病院 血液内科 

高瀬 謙 九州医療センター 血液内科 

冨田 章裕 藤田医科大学病院 血液内科 

菊池 拓 慶應義塾大学病院 血液内科 

伊藤 俊朗 NHO まつもと医療センター 血液内科 

勝見 章 国立長寿医療研究センター 血液内科 

土岐 典子 がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科 

岩崎 年宏 岡崎市民病院 血液内科 

許 鴻平 広島赤十字原爆病院 血液内科 

波多 智子 長崎大学病院 血液内科 

森内 幸美 佐世保市総合医療センター 血液内科 
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近藤 英生 川崎医科大学附属病院 血液内科 

中澤 英之 信州大学医学部附属病院 血液内科 

志関 雅幸 東京女子医科大学 血液内科 

高山 信之 杏林大学医学部付属病院 血液内科 

鬼塚 真仁 東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科 

吉村 卓朗 大阪市立総合医療センター 血液内科 

河村 俊邦 防衛医科大学校病院 血液内科 

飯野 昌樹 山梨県立中央病院 血液内科 

勝岡 優奈 国立病院機構仙台医療センター 血液内科 

大河原 浩 福島県立医科大学附属病院 血液内科 

稲垣 淳 名古屋市立西部医療センター 血液・腫瘍内科 

魚嶋 伸彦 京都第二赤十字病院 血液内科 

横山 健次 東海大学医学部付属八王子病院 血液腫瘍内科 

倉橋 信悟 豊橋市民病院 血液・腫瘍内科 

弓削 征章 一宮市立市民病院 

市原 弘善 社会医療法人生長会府中病院 血液疾患センター 

辻 將公 大津赤十字病院 血液免疫内科 

和田 勝也 松下記念病院 

（適宜更新される場合がある） 


