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胸部食道がんの治療のため当院に入院・通院されていた 

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 食道胃腸外科 職名 科長  

氏名   松原 久裕      
連絡先電話番号 043-226-2109 

実務責任者 所属 食道胃腸外科 職名 講師  
氏名   村上 健太郎      
連絡先電話番号 043-226-2109 

 
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胸部食道がんの治療のため当院

に入院・通院されてい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、その旨を食道胃腸外科：村上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 
西暦 2012年 1月 1日より 2012年 12月 31日までの間に消化器内科および一般・消化器外科にて

胸部食道扁平上皮がんの治療のため入院あるいは通院し治療を受けた高齢者（65歳以上）の方 

 
２ 研究課題名 
承認番号 3252 
研究課題名  

「高齢（65 歳以上）の切除可能胸部食道扁平上皮がんに対する治療成績に関する 
後ろ向き多施設共同観察研究」 

 
３ 研究実施機関 
共同研究機関       研究責任者 
慶應義塾大学医学部消化器内科（主機関）   浜本康夫 
慶應義塾大学病院 腫瘍センター    浜本康夫 
日本臨床腫瘍グループ食道がんグループ    北川雄光 
北海道大学医学部消化器内科     小松嘉人 
岩手医科大学外科      岩谷岳 
東北大学病院腫瘍内科      石岡千加史 
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茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター消化器内科  天貝賢二 
栃木県立がんセンター外科     松下尚之 
埼玉県立がんセンター消化器科     原浩樹 
国立がんセンター東病院食道外科    大幸宏幸 
千葉県がんセンター消化器内科     広中秀一 
千葉大学医学部 食道胃腸外科     松原久裕 
東京歯科大学市川総合病院外科     小倉正治 
国立がん研究センター中央病院外科    日月祐司 
東京女子医科大学消化器外科     林和彦 
国立病院機構東京医療センター外科    石志鉱 
昭和大学附属病院消化器内科     久保田祐太郎 
がん研究会有明病院消化器内科     渡邊雅之 
虎の門病院消化器外科      宇田川晴司 
東海大学医学部 消化器外科     小澤壮治 
神奈川県立がんセンター消化器外科    吉川貴己 
新潟県立がんセンター消化器外科    中川悟 
新潟大学医歯学総合病院消化器・一般外科   石川卓 
佐久総合病院腫瘍内科      宮田佳典 
静岡県立総合病院消化器センター    高木正和 
静岡県立静岡がんセンター食道外科    坪佐恭宏 
愛知県がんセンター中央病院消化器外科    安部哲也 
名古屋大学医学部消化器外科 2     小池聖彦 
京都大学医学部附属病院外科     角田茂 
大阪大学医学部消化器外科     土岐祐一郎 
大阪府立病院機構大阪府立成人病センター外科   矢野雅彦 
国立病院機構大阪医療センター外科・消化器内科  平尾素宏 
大阪市立総合医療センター放射線腫瘍科    田中正博 
大阪医科大学第二内科      後藤昌弘 
神戸大学医学部腫瘍内科     南博信 
関西労災病院外科      田村茂行 
兵庫県立がんセンター消化器内科    津田政広 
岡山大学病院消化管外科     藤原俊義 
広島大学病院腫瘍外科      岡田守人 
広島市立安佐市民病院外科     向田秀則 
国立病院機構四国がんセンター消化器外科   野崎功雄 
高知医療センター消化器外科     渋谷祐一 
国立病院機構九州がんセンター消化管外科   森田勝 
九州大学病院血液・腫瘍内科     馬場英司 
熊本大学医学部 消化器外科     馬場秀夫 
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大分大学医学部消化器小児外科     猪俣雅史 
鹿児島大学医学部・歯学部付属病院消化器・乳腺甲状腺外科学 夏越祥次 
東京医科歯科大学外科      河野辰幸 
久留米大学医学部外科      田中寿明 
 
４ 本研究の意義、目的、方法 

私たちの研究は、技術的に手術可能な胸部食道扁平上皮がんの高齢患者さんの背景・治療内

容・治療成績について既存の資料（診療録、画像、検査データ）を調査し我が国における診療

の現状を把握し治療成績、予後、有害事象を調査し課題を明らかにすることです。 

この研究は多施設共同研究として日本臨床腫瘍グループ食道がんグループ（研究代表者：慶

應義塾大学医学部一般消化器外科 北川雄光教授）を中心とした関連施設に依頼しております。

主たる研究解析責任者は慶應義塾大学医学部消化器内科（腫瘍センター） 浜本康夫です。デ

ータを匿名化し解析を予定しております。情報収集は主に個人情報を匿名化したうえで郵送あ

るいは電子配信で収集し、得られた結果は国内外の学会で発表のうえで英文論文として報告を

計画中です。 

 
５ 協力をお願いする内容 
 患者さんに、ご協力いただくいのは食道がんの進行状況（内視鏡、ＣＴ）、併存疾患、治療内容、

その後の経過に関して診療録情報（カルテ）を元に調査させていただき解析に利用させていただき

ます。すでに記録されたデータを用いるため新たな検査・治療は一切発生いたしません。 
 
６ 本研究の実施期間 

西暦 2017 年 1 月 1 日〜2020 年 12 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、氏名と患者番号のみです。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、匿名化したデータを結びつける情報（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、データ利用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。 
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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。 
住所：〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻 
研究機関：千葉大学医学部附属病院 食道胃腸外科 
電話：043-226-2109 
担当者氏名：村上 健太郎 

 
以上 
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