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【胃癌】の【治療】のため、当院に入院・通院された患者さんの

【診療情報】を用いた医学系研究に対するご協力のお願い 

 

研究責任者  所属 外科学（一般・消化器） 職名 准教授   

氏名     川久保 博文           

連絡先電話番号    03-5363-3802     

実務責任者  所属 外科学（一般・消化器） 職名 准教授 

氏名     川久保 博文         

連絡先電話番号    03-5363-3802     

 

 

このたび当院では、上記のご病気で入院・通院された患者さんの【診療情報】を用いた下記の医

学系研究を、医学部倫理委員会の承認ならびに病院長の許可のもと、倫理指針および法令を遵守し

て実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

この研究を実施することによる、患者さんへの新たな負担は一切ありません。また患者さんのプ

ライバシー保護については最善を尽くします。 

本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を「８ お問い合わせ」に示しました連絡先まで

お申し出下さいますようお願いいたします。 

 

１ 対象となる方 

【一般・消化器外科】にて【胃癌】の【治療】のため【入院または通院】し、【手術】を受けた方 

 

２ 研究課題名 

承認番号  20160057 

研究課題名 Stage IV 胃がんにおける Conversion therapy (Adjuvant surgery) の意義 

に関する国際多施設共同後ろ向き研究 

 

３ 研究実施機関 

慶應義塾大学医学部【外科学（一般・消化器）】 

慶應義塾大学病院【一般・消化器外科】 

 

※本研究は日本癌治療学会、韓国臨床腫瘍学会、中国臨床腫瘍学会との共同研究です。 
 

代表研究機関                            研究代表者 

   岐阜大学大学院 腫瘍制御学講座                   吉田 和弘 
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既存情報の提供機関                       提供者 

京都大学大学院 医科学研究科                     森田 智視  

 

・共同研究機関と研究責任者は文書の最後に載せています。（添付資料-1） 

 

４ 本研究の意義、目的、方法 

   本研究の目的はアジアでの Stage IV 胃癌に対する化学療法後に手術を行うこと

（Conversion therapy）に関する有用性・妥当性を検証すること、将来的な Conversion 

therapy の意義を明らかとする研究の基礎的データを収集することです。 

 

５ 協力をお願いする内容 

     本調査におきましては、対象となる方の年齢、身長、体重、性別等の情報、癌の進行度（食

道癌の場合のみ）、術式、術後合併症、術後経過に関しまして、診療録などの記録を参考に調

査致します。従いまして、皆様に新たなご負担をおかけすることはありません。 

 

６ 本研究の実施期間 

西暦 2016 年 10 月 31 日～2020 年 3 月 31 日（予定） 

 

７ プライバシーの保護について 

1) 本研究で取り扱う患者さんの個人情報は、【氏名および患者番号】のみです。その他の個人

情報（住所、電話番号など）は一切取り扱いません。 

2) 本研究で取り扱う患者さんの【診療情報】は、個人情報をすべて削除し、第３者にはどな

たのものか一切わからない形で使用します。 

3) 患者さんの個人情報と、匿名化した【診療情報】を結びつける情報（連結情報）は、本研

究の個人情報管理者が研究終了まで厳重に管理し、研究の実施に必要な場合のみに参照し

ます。また研究計画書に記載された所定の時点で完全に抹消し、破棄します。 

4) なお連結情報は当院内のみで管理し、他の共同研究機関等には一切公開いたしません。 

 

８ お問い合わせ 

本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。 

また本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方な

ど）より、【情報の利用や他の研究機関への提供】の停止を求める旨のお申し出があった場合は、

適切な措置を行いますので、その場合も下記へのご連絡をお願いいたします。 

 

住所：〒160-8582  東京都新宿区信濃町 35 番地 

電話：03-5363-3802 

担当者：慶應義塾大学医学部 外科学教室(一般・消化器)  川久保 博文 

受付時間：平日午前 9 時から午後 5 時 

     以上 
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＜添付資料-1＞ 

 

共同研究機関                                   研究責任者 

石川県立中央病院                                   稲木 紀幸 

岩手医科大学医学部                                  肥田 圭介 

大阪大学大学院                                      土岐 祐一郎 

大阪市立大学大学院                                    大平 雅一 

大阪府立急性期・総合医療センター                             藤谷 和正 

国立病院機構大阪医療センター                                           西川 和宏 

岡山大学大学院                                               藤原 俊義 

鹿児島大学大学院                                               夏越 祥次 

神奈川県立がんセンター                                                 吉川 貴己 

金沢医科大学                                                           木南 伸一 

国立がん研究センター東病院                                             大津 敦 

国立がん研究センター中央病院                                           片井 均 

癌研究会がん研有明病院                                                 佐野 武 

北里大学医学部                                                         細田 桂 

北野病院                                                               上田 修吾 

岐阜市民病院                                                           山田 誠 

群馬大学大学院                                                         西山 正彦 

九州大学大学院                                                         沖 英次 

国立病院機構京都医療センター                                           畑 啓昭 

京都府立医科大学大学院                                                 大辻 英吾 

熊本大学大学院                                                         馬場 秀夫 

群馬県立がんセンター                                                   尾嶋 仁 

高知大学医学部                                                         花﨑 和弘 

神戸大学大学院                                                         掛地 吉弘 

恵佑会札幌病院                                                         西田 靖仙 

静岡県立総合病院                                                       高木 正和 

東京慈恵医科大学                                                       三森 教雄 

東京医科歯科大学                                                  井ノ口 幹人 

静岡がんセンター                                                       寺島 雅典 

千葉県がんセンター                                                     滝口 伸浩 

千葉大学                                                              羽成 直行 

東京大学医学部附属病院                                                 瀬戸 泰之 

栃木県立がんセンター                                                   稲田 高男 

獨協医科大学                                                           加藤 広行 

名古屋大学大学院                                                       小寺 泰弘 
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共同研究機関                                   研究責任者 

函館五稜郭病院                                  髙金 明典 

浜松医科大学                                                           今野 弘之 

兵庫医科大学                                                           笹子 三津留 

広島市立広島市民病院                                                   石田 道拡 

広島大学大学院                                                         田邊 和照 

福井大学医学部                                  廣野 靖夫 

福島県立医科大学                                                       河野 浩二 

三重大学                                                               楠 正人 

山口大学大学院                                                         吉野 茂文 

Pekin University                                                       Jiafu Ji 

Nanfang Hospital                                                     Guoxin Li 

Fudan University Zhongshan Hospital                                 Yihong Sun 

Shan Xi Tumor Hospital                                               Xu Jun 

Yantai Yuhuangding Hospital affiliated to Qingdao University          Lixin Jiang 

The First Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medicine University   Xiangdong Cheng 

Seoul National University                                              Han-Kwang Yang 

SNY Bundoang Hospital                                               Hyung-Ho Kim 

Yonsei University 内科                                                Hyun Cheol Chung 

Samsung Medical Center                                              Jaemoon Bae 

Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea             Cho Hyun Park 

 

                                                                             


