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アレルギー疾患の治療のため、当院に入院・通院された患者さん

の試料・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 呼吸器内科 職名 助教  

氏名 正木克宜         
連絡先電話番号 03-5363-3793  

実務責任者 所属 呼吸器内科 職名 助教  
氏名 正木克宜         
連絡先電話番号 03-5363-3793  
 

 
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試料・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 
研究実施許可日より2025年3月31日までの間に、呼吸器内科にてアレルギー疾患の治療のため

通院し、診療を受けた方 

 
２ 研究課題名 
承認番号 20210123 
研究課題名 プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因解析 
 
３ 研究実施機関 
慶應義塾大学医学部呼吸器内科 
共同研究機関                  研究責任者 
藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学講座（主機関） 松永 佳世子 
その他の共同研究機関は数が多いため本文書の最後に記載します。 
 
４ 本研究の意義、目的、方法 
アレルギー疾患は様々な発症要因が関与する疾患であり、原因抗原の特定、病態の解明、治療法
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の開発など、関連する多くの研究が行われていますが、現状は不明な点が多いのが実状です。私た

ちは、アレルギーの診療に携わるいくつかの施設と連携し、ホーユー株式会社で開発されたプロテ

オミクスの技術を用いて、様々なアレルギー疾患の原因抗原の解析等を行います。その成果は、こ

れまで以上に精度の高い検査薬や、治療方法の開発などに繋がると期待しています。 

本研究は藤田医科大学を主幹施設とし、多施設が協力したものであり、本学は協力施設の1つと

して症例データ（血液データ、診療情報など）の提供を行います。 

 
５ 協力をお願いする内容 
本研究では特に新規の投薬や特殊な治療をお願いすることはなく、通常の通院、治療を継続、そ

の経過中に血液、診療情報をご提供いただきます。包括的に研究利用で同意が得られ、保管されて

いる検体から、本研究に適している検体のみを選ばせていただき、藤田医科大学医学部アレルギー

疾患対策医療学講座、ホーユー株式会社総合研究所、および共同研究施設で解析させて頂きます。 

 
６ 本研究の実施期間 

研究実施許可日～2025年3月31日 
 
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試料・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、匿名化した試料・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や他施設の倫理申請で定められた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、試料・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。 
 
呼吸器内科  正木克宜 （03-5363-3793） 
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共同研究機関一覧 

共同研究機関 研究責任者 
西尾皮膚科医院 西尾 千恵子 
札幌徳洲会病院小児科 続木 康伸 
美しが丘じんぼ皮膚科 神保 三保子 
とむら皮ふ科 戸村 敦子 
お肌のクリニック 豊田 知子 
雄勝中央病院 花田 美穂 
市立横手病院 鈴木 朋美 
大曲厚生医療センター 加藤 真紀 
たさき皮ふ科  田崎 理子 
岩手県立中央病院 皮膚科 森 康記 
独立行政法人国立病院機構盛岡病院 呼吸器・アレルギー科 水城 まさみ 
岩手医科大学皮膚科 花田 美穂 
すがわら皮膚科クリニック 菅原 祐樹 
おばら内科・消化器科クリニック 小原 啓彦 
青森県立中央病院皮膚科 北村 英夫 
三沢市立三沢病院 坪田 晶子 
坂本アレルギー呼吸器科医院アレルギー科 坂本 祥一 
国立病院機構弘前病院皮膚科 熊野 高行 
八戸赤十字病院 皮膚科 宮本 章弘 
うめき皮膚科 梅木 薫 
松前町立松前病院 八木田 一雄 
伊達赤十字病院 日景 聡子 
札幌医科大学 附属病院 皮膚科 澄川 靖之 
札幌医科大学 附属病院 小児科 國崎 純 
北海道大学大学院医学研究科 内科学講座 呼吸器内科学分野 今野 哲 
北海道医療センター 皮膚科 廣崎 邦紀 
西さっぽろ皮フ科・アレルギー科 宮澤 仁 
市立千歳市民病院 皮膚科 大田 光仁 
江別皮膚科クリニック 久保 等 
市立旭川病院皮膚科 坂井 博之 
町立中標津病院皮膚科 小池 且弥 
北海道 遠軽厚生病院 高橋 学位 
駿河台日本大学病院皮膚科 福田 恭子 
国家公務員共済組合連合会九段坂病院 谷口 裕子 
東京逓信病院  中澤 聡子 
聖路加国際病院アレルギー膠原病科 陶山 恭博 
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新橋アレルギー・リウマチクリニック 宮本 昭正 
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科 稲毛 英介 
東京医科歯科大学 皮膚科 西澤 綾 
日本医科大学武蔵小杉病院 皮膚科  小坂 素子 
東京大学医学部附属病院アレルギー・リウマチ内科 今村 充 
東京女子医科大学東医療センター 石崎 純子 
高野医科クリニック皮膚科・アレルギー科 畑 三恵子  
同愛記念病院 赤羽根 真紀子 
昭和大学病院附属東病院 皮膚科 今泉 牧子 
昭和大学病院 今井 孝成 
東邦大学医療センター大森病院 関東 裕美 
日本赤十字社医療センター 猪熊 茂子 
製品評価技術基盤機構 佐々木 和実 
東邦大学医療センター大橋病院 呼吸器内科 松瀬 厚人 
東邦大学医療センター 大橋病院 福田 英嗣・松瀬 厚人 
ちとふな皮膚科クリニック 江畑 俊哉 
国立成育医療研究センター 大矢 幸弘 
関東中央病院  鑑 慎司 
東京医科大学病院 皮膚科   伊藤 友章 
東京女子医科大学皮膚科 石黒 直子 
東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 皮膚科 大井 三恵子 
帝京大学医学部附属病院 帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー

学 
山口 正雄 

日本大学病院皮膚科 遠藤 未希 
杏林大学医学部小児科教室 牧野 篤司 
せしもクリニック 瀬下 由美子 
医療法人みぎわ会高坂皮膚科 高坂 和子 
公立昭和病院皮膚科 宇野 裕和 
むさしのアレルギー呼吸器クリニック 足立 哲也 
東京慈恵会医科大学付属第三病院 高木 奈緒 
国立病院機構東京病院 呼吸器内科 鈴木 純子 
国立医薬品食品衛生研究所 安達 玲子 
横浜西口菅原皮膚科 菅原 信 
横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター 中村 陽一 
横浜市立大学附属病院皮膚科 相原 道子・宮川まみ 
ゆり皮膚科クリニック 山崎 百合子 
海老名呼吸器科クリニック 朴 在善 
クローバーホスピタル 呼吸器・アレルギー科 鈴木 勇三 
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北里大学病院 皮膚科 高須 博 
国立病院機構相模原病院  福冨 友馬 
茅ヶ崎徳洲会総合病院皮膚科 渡邊 京子 
東海大学 専門診療学系皮膚科 小島 知子 
東海大学医学部 内科学系 呼吸器内科 浅野 浩一郎 
北総白井病院 若林 俊輝 
シャルムクリニック 櫻井 直樹 
松戸市立総合医療センター 小児科 大林浩明 
医療法人社団ディーオーアイ 土居内科医院 土居 良康 
鎌ヶ谷総合病院小児科 土江 敏明 
津田沼中央総合病院 丸山 智恵 
順天堂大学医学部附属浦安病院 皮膚科 木下 綾子 
医療法人社団大喜会斉藤クリニック 斉藤 喜尊 
東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科 樋口 哲也 
成田赤十字病院リウマチ・アレルギー内科 平栗 雅樹 
日高クリニック 金信 浩 
みなのクリニック内科呼吸器科所属 陶山 時彦 
筑波大学医学医療系皮膚科 古田 淳一 
筑波大学医学医療系遺伝医学 野口 恵美子 
水戸赤十字病院皮膚科 小林 桂子 
水戸済生会総合病院 飯島 茂子 
村立東海病院 松井 猛彦 
獨協医科大学 呼吸器・アレルギー内科 杉山 公美弥 
自治医科大学附属さいたま医療センター 村田 哲 
さいたま市民医療センター   林 優佳 
さいたま北部医療センター 梅本 尚可 
獨協医科大学埼玉医療センター 松原 知代 
鈴木医院 鈴木 一年 
埼玉県立循環器呼吸器病センター 呼吸器内科 石黒 卓 
クリニック公園ばし 正田 久和 
塙医院 塙 光一 
群馬大学医学部附属病院 古賀 康彦 
菅沼医院 菅沼 孝夫 
社会福祉法人希望の家付属北関東アレルギー研究所 森川 昭廣 
小谷医院 内科・循環器内科 小谷 素子 
北アルプス医療センター あづみ病院 中村 謙太 
長野赤十字病院 皮膚科  上條 史尚  
佐久総合病院 斎藤 奈那 
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東御市民病院 小児科 服部 和裕 
信州大学医学部皮膚科 吉川 美香 
小金平医院皮膚科 小金平 容子 
長野県立こども病院 小池 由美 
穂高病院 大久保 喜雄 
山梨大学 皮膚科 猪爪 隆史 
国際医療福祉大学熱海病院 皮膚科 磯田 祐士 
静岡県立総合病院 白井 敏博 
市立島田市民病院皮膚科 橋爪 秀夫・夏目 統 
浜松医科大学付属病院皮膚科 池谷 茂樹 
浜松医療センター 小児科 坂井 聡 
四つ池メディカルヴィレッジ 吉井 哲哉 
豊橋市民病院 田島 巌 
豊川市民病院 小児科 木曽原 悟 
岡崎市民病院 小児科 渡邊 由香利 
刈谷整形外科 松永 佳世子 
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院皮膚科 山北 高志 
名古屋掖済会病院 小児科 木村 量子 
藤田医科大学ばんたね病院 小児科 近藤 康人 
藤田医科大学ばんたね病院 総合アレルギー科 矢上 晶子 
藤田医科大学ばんたね病院 呼吸器内科学Ⅱ 堀口 高彦 
藤田医科大学ばんたね病院 耳鼻咽喉科学Ⅱ 中田 誠一 
藤田医科大学ばんたね病院 皮膚科学 秋田 浩孝 
藤田医科大学ばんたね病院 眼科学 平野 耕治 
大同病院 鶴田 京子 
南生協病院 小児科 増田 進 
国立病院機構 名古屋医療センター 二村 昌樹・小野 学 
第一クリニック皮膚科・アレルギー科 杉浦 真理子 
大鹿内科 大鹿 裕幸 
名古屋大学医学部附属病院長 小島 勢二  
名古屋第二赤十字病院 神田 康司 
名古屋市立大学病院 齋藤 伸治・野村 孝泰 
名古屋記念病院 佐藤 有沙 
藤田医科大学病院 耳鼻咽喉科学Ⅰ 村嶋 智明 
藤田医科大学病院 小児科学 中島 陽一 
あいち小児保健医療総合センター 伊藤 浩明 
半田病院皮膚科 工藤 清孝 
ホーユー株式会社総合研究所 山本 敏彦 
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愛知医科大学皮膚科 渡辺 大輔・柳下 武士 
愛知医科大学小児科 奥村 彰久・武藤 太一朗 
春日井市民病院 小林 貴江 
一宮市立市民病院 皮膚科 満間 照之 
皮フ科内科よこたクリニック 横田 雅史 
平林クリニック 平林 聡一郎 
岐阜大学医学部附属病院 皮膚科 清島 真理子 
岐阜大学医学部附属病院 小児科 加納 宏行 
岐阜大学工学部 大野 敏 
郡上市民病院小児科 篠田 紳司 
国立病院機構長良医療センター 金子 英雄 
岐阜県立多治見病院皮膚科 石川 理穂 
山中胃腸科病院 淵田 則次 
三重県立総合医療センター 小児科 西森 久史 
国立病院機構三重病院 藤澤 隆夫 
松阪市民病院皮膚科 杉本 恭子 
滋賀医科大学 皮膚科 高橋 聡文 
龍谷大学 農学部 食品栄養学科 岡崎 史子 
守山市民病院 小児科 野々村 和男 
長浜赤十字病院 皮膚科  米澤 理雄 
大阪府済生会中津病院 小児科、免疫アレルギーセンター 平口 雪子 
(医）太融寺町谷口医院 谷口 恭 
大阪回生病院皮膚科 加藤 敦子 
内田皮膚科 内田 恵子 
藤谷クリニック 藤谷 宏子 
あおきクリニック 青木 敏之 
医療法人同友会 共和病院小児科 金学 良 
あべのメディカルクリニック 藤川 詩織 
大阪市立大学医学部附属病院 小林 裕美／橋本 泰佑 
原医院 原 統子 
大阪大学医学部附属病院皮膚科 小豆澤 宏明 
北摂総合病院 芳川 た江子 
大阪医科大学附属病院 皮膚科 森脇 真一・兪 明寿 
関西医科大学総合医療センター皮膚科 大江 秀一 
山中診療所 山中 滋木 
前川診療所 山中 滋木 
八尾市立病院 濱田 匡章 
大阪はびきの医療センター 皮膚科 片岡 葉子 
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大阪はびきの医療センター 小児科 亀田 誠 
大阪南医療センター アレルギー科医（内科医） 片田 圭宣 
近畿大学医学部 大磯 直毅  
馬場記念病院  林 綾乃 
耳原鳳クリニック 眞鍋 穣 
市立貝塚病院 皮膚科 岡崎 直樹 
日野クリニック 皮膚科・アレルギー科 小塚 雄民 
医仁会武田総合病院 中前 恵一郎 
(医)恵周会 竹内医院 竹内 一実 
京都府立医科大学 皮膚科学教室 益田 浩司 
京都大学医学部附属病院・皮膚科 宮地 良樹・椛島 健治 
宇治武田病院 藤本 雅之 
くすみ耳鼻咽喉科クリニック 楠見 妙子 
学校法人 大和学園 京都栄養医療専門学校 成田 宏史 
医療法人 清仁会 水無瀬病院 稲田 陽 
近畿大学医学部奈良病院 吉岡 希 
塩谷内科診療所内科 塩谷 直久 
辻本内科医院 辻本 正之 
奈良県立医科大学附属病院皮膚科 中村 友紀 
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院呼吸器内科 福井基成 
和歌山県立医科大学付属病院皮膚科 金沢 伸雄 
千葉大学 真菌医学研究センター  亀井 克彦 
神戸大学皮膚科 福永 淳 
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 田中 由起子 
Narabayashi Allergy Clinic for children and adolescents 楢林 成之 
六甲アイランド甲南病院  平瀨 敏志 
甲南回生松本クリニック 松本 浩彦 
眞田医院 眞田 幸昭 
尼崎医療生協病院皮膚科 玉置 昭治 
はらだ皮膚科クリニック 原田 晋 
辻医院  辻 淳 
公立豊岡病院 金田 真実 
三田市民病院  原田 朋佳 
兵庫県立加古川医療センター皮膚科 足立 厚子 
赤穂中央病院 鳥越 利加子 
鳥取県立中央病院 河上 真巳 
尾﨑病院 柴田 美千代 
鳥取市立病院皮膚科 増地 裕 
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母と子の長田産科婦人科クリニック 長田 佳子 
鳥取大学医学部附属病院皮膚科 山田 七子 
鳥取大学医学部付属病院女性診療科 荒田 和也  
松江赤十字病院 齋藤 恭子 
島根大学医学部皮膚科 千貫 祐子 
浜田医療センター 皮膚科 進藤 真久 
服部皮膚科アレルギー科 服部 浩明 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 皮膚科学 青山 裕美 
川崎医科大学 青山 裕美 
（医）稲垣医院（皮膚科） 稲垣 安紀 
清音クリニック小児科・アレルギー科 上田 美子 
おぎ皮膚科・アレルギー科クリニック 尾木 兵衛 
広島赤十字・原爆病院皮膚科 増野 年彦 
広島市立安佐市民病院皮膚科  吉賀 哲郎 
やまだ皮ふ科 山田 悟 
牛田病院附属牛田クリニック内科 中村 顕治朗 
たなか皮ふ科アレルギー科 田中 稔彦 
県立広島病院 皮膚科 行徳 英一 
広島大学病院 平郡 真記子 
マツダ病院 田中 麻衣子 
国立病院機構広島西医療センター小児科 金子 陽一郎 
下関市立中央病院 皮膚科 内田 寛 
山口大学医学部附属病院小児科 長谷川 俊史 
ジョイ皮ふ科クリニック 西岡和恵、小泉明子、瀧田祐

子 
萩市民病院小児科 羽根田 泰宏 
山崎内科呼吸器科医院 山崎 保寛 
香川大学皮膚科 森上 純子 
杢保小児科医院 平場 一美 
かわの内科アレルギー科 河野 徹也 
徳島赤十字病院 皮膚科  町田 未央 
町田医院 新開 陽一郎 
医療法人 玉木会 潮江皮膚科診療所 玉木 宏幸 
国立病院機構高知病院 小倉 由紀子 
高知大学医学部皮膚科 小川 智子 
愛媛県立中央病院皮膚科 佐々木 司郎 
愛媛大学医学部付属病院 難波 千佳 
福岡小児科アレルギー科 福岡 圭介 
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済生会西条病院 佐伯 美穂 
中村皮フ科クリニック 中村 浩二 
丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山 美鈴 
九州労災病院皮膚科 椋本 祥子 
小倉きふね病院アレルギー科 岡部 貴裕 
北九州市立医療センター皮膚科 中川 理恵子 
九州医療センター皮膚科 三田村 康貴 
国立病院機構 福岡病院 岸川 禮子・杉山 晃子 
医療法人大坪医院 大坪 庸子 
国立病院機構 福岡東医療センター 手塚 純一郎 
光武内科循環器科病院 永江 祥之介 
梅野小児科内科医院 梅野 英輔 
九州大学病院 皮膚科 中原 剛士 
福岡山王病院 久保田 由美子 
福岡大学病院  伊藤 宏太郎 
福岡赤十字病院 川原 加苗 
松田小児科医院 松田 健太郎 
岡村医院耳鼻咽喉科 岡村 浩一郎 
医療法人ゆげ子どもクリニック 弓削 建 
社会保険田川病院 御厨 賢 
若津内科皮膚科医院 棚橋 朋子 
佐賀大学医学部内科学皮膚科 井上 卓也 
長崎大学 竹中 基 
岡田アレルギー科皮膚科医院 岡田 茂 
佐世保共済病院 合田 裕治 
国立病院機構熊本医療センター 緒方 美佳 
熊本大学医学部附属病院皮膚科形成再建科 福島 聡 
熊本労災病院 守屋 千賀子 
たかだアレルギーとこどものクリニック 高田 聡 
大分岡病院皮膚科 中田 京子 
しぶや 皮ふ科 形成外科 澁谷 博美 
別府医療センター 後藤 瑞生 
別府大学 高松 伸枝 
大分県済生会日田病院 岡成 和夫 
大分大学皮膚科  竹尾 直子 
青木皮膚科 青木 洋子 
フタバ皮膚科形成外科医院 成田 博実 
たじり皮膚科医院 田尻 明彦 
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鹿児島大学呼吸器内科 東元 一晃 
吉重クリニック 吉重 幸一 
むかいクリニック 向井 奉文 
奄美和光園皮膚科  馬場 まゆみ 
わかすぎ皮膚科クリニック 若杉 正司 
清水内科 清水 冨美子 
琉球大学皮膚科 宮城 拓也 
原皮フ科 原 洋子 
畑内科 畑 正典 
福井済生会病院 長谷川 義典 
福井厚生病院皮膚科  神永 紀子 
石川県立中央病院 皮膚科  吉村 紫 
城北診療所・城北病院 小児科 武石 大輔 
金沢大学附属病院皮膚科 松下 貴史 
芳珠記念病院 皮膚科  松下 幸世 
公立能登総合病院皮膚科 荒川 美奈子 
富山大学医学部小児科 足立 雄一 
済生会高岡病院  山元 純子 
国立病院機構富山病院 金兼 千春 
長岡赤十字病院 皮膚科  高橋 利幸 
ながたクリニック 伊藤 明子 
新潟大学医歯学総合病院 伊藤 雅章・増井 由紀子 
医療法人佐藤医院アレルギー科 佐藤 幹夫 
医療法人 三河台内科 佐藤 直人 
大原総合病院 谷 牧夫 
医療法人陽和会ひまわり皮ふ科医院 二瓶 義道 
おおがチャイルドクリニック 太神 和廣 
コスモス皮膚科・内科クリニック 東條 理子 
今村ホームクリニック内科・皮膚科・アレルギー科 今村 夏音 
付属総合南東北病院 金子 史男 
たてうまクリニック 羽金 重喜 
斎藤医院 斎藤 賢弘 
すぎやまこどもクリニック 杉山 誠治 
東北大学附属病院 塚田 全 
うつみレディスクリニック 内海 聖子 
時計台クリニック  佐々木 英彦 
森川小児科アレルギー科クリニック 森川 みき 
星内科小児科医院 星 宏紀 
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米谷医院 米谷 則美 
宮城県立こども病院 総合診療科 渡邊 庸平 
三友堂病院 池田 英樹 
三井病院  三井 直弥 
渡辺医院 渡辺 真理子 
 

以上 


