
 
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 

絨毛性疾患地域登録事業及び登録情報に基づく研究に対するご協力のお願い 

 
研究代表者 所属	 新潟大学医学部産婦人科	  
職名	 教授	 氏名	 榎本	 隆之 
研究実施責任者 所属	 千葉大学大学院医学研究院生殖医学 
職名	 教授	 氏名	 生水	 真紀夫 

 
このたび、上記の医学系研究を、日本産科婦人科学会倫理委員会臨床研究審査小委員会の

承認ならびに理事長の許可のもと、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、その旨を診療を受けた施設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2018	年 1	月より 2021	年 12	月 31	日までの間に、絨毛性疾患（胞状奇胎、侵入奇胎、

絨毛癌、存続絨毛症、胎盤部トロホブラスト腫瘍（PSTT）および類上皮性トロホブラスト腫瘍

（ETT））の診断または治療を受けた方	

 
２	 研究課題名 
承認番号 83（受付番号 2018-16） 
研究課題名 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 絨毛性疾患地域登録事業及び登録情
報に基づく研究 
 
３	 研究実施機関 
日本国内1	道 21	県（北海道、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川

県、静岡県、新潟県、富山県、愛知県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、香川県、福岡

県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県）の産婦人科医療機関	

千葉県内の登録参加施設の一覧は末尾のリストをご覧ください。	

	

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会	

委員長	 新潟大学医学部産婦人科	 教授	 榎本	隆之	 	

千葉県絨毛性疾患地域登録センター	

責任者	 生水	真紀夫	

実務担当者	 碓井	宏和	
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４	 本研究の意義、目的、方法 
絨毛癌の約半数は胞状奇胎のあとに続いて発生するものであり、胞状奇胎の症例を各地域にお

いて把握し適切に管理することは治療成績の向上に寄与します。そのため、本研究は、絨毛性

疾患症例の臨床情報を収集し、そのデータを用いて、わが国における胞状奇胎および絨毛性腫

瘍の診断の実態および登録罹患数などの年次推移を解析することを目的としています。また、

登録された情報を、日本産科婦人科学会で審査・承認された研究に二次利用されることにより、

国内の臨床研究や国際比較研究の発展につなげていきます。 
（登録される項目） 
各地域の絨毛性疾患（胞状奇胎、侵入奇胎、絨毛癌、存続絨毛症、胎盤部トロホブラスト腫瘍

（PSTT） 
および上皮性トロホブラスト腫瘍（ETT））数、年齢、先行妊娠、先行妊娠後管理の有無、先
行妊娠終了日、妊娠歴、胞状奇胎の既往、診断日、診断名、病理組織診断の有無、治療開始時

の hCG 値、病巣存在部位、絨毛癌診断スコア（肺転移直径、大小不動、個数を含む）、FIGO 
2000 staging and risk factor scoring各年分の収集されたデータは名古屋大学産婦人科学教室
において集計され、集計されたデータは日本産科婦人科学会において管理されます。登録され

たデータをもとに、絨毛性疾患地域登録成績を作成し、日本産科婦人科学会誌や日本産科婦人

科学会ホームページなどで公表されます。なお、本研究に登録されたデータを利用した二次研

究は倫理審査委員会の承認を必要とし、そのうえで、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会お

よび臨床研究審査小委員会にて研究内容の妥当性や安全性を協議し、二次利用の可否が決定さ

れます。二次利用では上記の項目が提供されますが、その際個人情報につながるような情報が

提供されることはありません。 
 
５	 協力をお願いする内容 
	 ４でお示した情報を診療録より抽出して登録します。 
これらの情報については、婦人科腫瘍登録だけでなく、別の臨床研究で二次利用することもあ

ります。	

 
６	 本研究の実施期間 

西暦 2019年 1月 9日〜2021年 12月 31日 
 
７	 プライバシーの保護について 
本研究で取り扱う患者さんの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研究参加施設より日本産科婦人科学会に提供され、使用します。患者さ

んの情報と個人情報を連結させることはありません。 
 
８	 お問い合わせ 
本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記の研究事務局へご連絡下さい。 



3 
 

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、その場合は診療を受けた施設へのご連絡をお願いいたします。 
 

研究代表者 
日本産科婦人科学会	 婦人科腫瘍委員会 

委員長	 榎本	 隆之 
 

日本産科婦人科学会事務局 
TEL: 03-5524-6900 
FAX: 03-5524-6911 

E-mail: nissanfu@jsog.or.jp 
 

施設実務担当者 
千葉大学医学部附属病院婦人科	 碓井 宏和 

TEL:043-226-2121 
FAX:043-226-2122 
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千葉県 絨⽑性疾患地域登録 施設名⼀覧 
千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
ｱｲﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
伊予クリニック 
⾼仁堂産婦⼈科 
ｷｯｺｰﾏﾝ総合病院 
遠藤産婦⼈科医院 
塩⽥記念病院 
緑ヶ丘王⼦医院 
岡産婦⼈科稔台ｸﾘﾆｯｸ 
国⽴病院機構千葉医療センター産婦⼈科 
ﾛｲﾔﾙｸﾘﾆｯｸ 
加藤病院 
都賀ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
千葉ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
河宇産婦⼈科 
船橋⼆和病院 産婦⼈科 
⽇本医科⼤学千葉北総病院 産婦⼈科 
医療法⼈ﾏｻﾞｰ・ｷｰ なのはなｸﾘﾆｯｸ 
和康会産婦⼈科健康診断ｸﾘﾆｯｸ 
岩沢ｸﾘﾆｯｸ 
とけレディースクリニック 
みつわ台総合病院 
吉岡産婦⼈科医院 
津⽥沼 IVF ｸﾘﾆｯｸ 
ﾊﾟｰｸｼﾃｨ吉⽥ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
順天堂⼤学浦安病院 産婦⼈科 
鈴⽊医院 
⼸⽴産婦⼈科 
あびこｸﾘﾆｯｸ 
クリニックソワニエ 
さちﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
駒医院 
窪⾕産婦⼈科 
熊切産婦⼈科 
古屋産婦⼈科ｸﾘﾆｯｸ 
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真希レディースクリニック 
本⼋幡ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
南流⼭ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 
窪⾕産婦⼈科 IVF ｸﾘﾆｯｸ 
⾼橋ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
⾼橋ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
東京⻭科⼤学市川総合病院 産婦⼈科 
東京慈恵会医科⼤学柏病院 産婦⼈科 
佐野産婦⼈科医院 
根本産婦⼈科医院 
東葛病院 
⾕津保健病院 産婦⼈科 
千葉県済⽣会習志野病院 婦⼈科 
斎藤産婦⼈科・眼科 
東京ﾍﾞｲ･浦安市川医療ｾﾝﾀｰ 
作永産婦⼈科 
みやけｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
⼭⼝病院 
鎌ヶ⾕ﾊﾞｰｽｸﾘﾆｯｸ 
寺島医院 
東千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
宗ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
宗⽥ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ 
秋草産婦⼈科藤原⼩児科医院 
秋葉医院 
重城産婦⼈科⼩児科 
春成祥⼦ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
たて産婦⼈科 
勝⾒産婦⼈科 
登⼾ｸﾘﾆｯｸ 
⼩泉産婦⼈科医院 
おおたかの森ウィメンズクリニック 
⼩⽵医院 
市川アートクリニック 
宏成医院 
成⽥⾚⼗字病院 産婦⼈科 
前⽥産婦⼈科 
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⼩野寺産婦⼈科 
国保旭中央病院 産婦⼈科 
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構船橋中央病院 産婦⼈科 
⼭王病院 産婦⼈科 
松岸ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 
松信ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
島⽥総合病院 産婦⼈科 
⼩張総合病院 
もりかわ医院 
森川産婦⼈科ｸﾘﾆｯｸ 
ｵｰｸｸﾘﾆｯｸﾌｫｰﾐｽﾞ病院 
秋津産科婦⼈科 
諏訪部産婦⼈科 
愛育ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
杉崎ｸﾘﾆｯｸ 
ﾌｧﾐｰﾙ産院 
ﾌｧﾐｰﾙ産院君津 
成尾医院 
東京⼥⼦医⼤⼋千代医療センター 総合周産期⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ 
育⽣医院 
レディースクリニックＫ 
千葉⼤学医学部附属病院産婦⼈科 
千葉市⽴⻘葉病院 産婦⼈科 
富岡産婦⼈科医院 
いしいｸﾘﾆｯｸ 
⽯⿊医院 
川崎レディースクリニック 
川嶋ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
千葉ろうさい病院 産婦⼈科 
産婦⼈科内科⼩児科そうクリニック 
増⽥産婦⼈科 
くらもちﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
たて産婦⼈科佐倉分院 
むらたﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
村⽥産婦⼈科ｸﾘﾆｯｸ 
川間太⽥産婦⼈科医院 
おおしおｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
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さち⼦ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
⼤⾼医院 
⼤川ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
千葉きぼーるｸﾘﾆｯｸ 
⼤曽根マタニティクリニック 
淡路ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
中川産婦⼈科 
新⽣産婦⼈科 
中野レディースクリニック 
さくらウィメンズクリニック 
⻑岡産婦⼈科ｸﾘﾆｯｸ 
⻑岡ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ 
塚本産婦⼈科 
有秋台医院 
⾏徳総合病院 婦⼈科 
千葉県がんｾﾝﾀｰ 
最成病院 産婦⼈科 
たじま産婦⼈科 
わたなべ医院 
W ｸﾘﾆｯｸﾌｫｰﾏｻﾞｰｽﾞ幕張 
稲⽑とらのこ産婦⼈科 
稲⽑ﾊﾞｰｽｸﾘﾆｯｸ 
四季ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
湯原産婦⼈科医院 
松⼾市⽴総合医療センター 産婦⼈科 
いたはし産婦⼈科 
柏⽊産婦⼈科・内科医院 
えんぴつ公園ﾏｻﾞｰｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
ｼﾞｭﾉ･ｳﾞｪｽﾀｸﾘﾆｯｸ⼋⽥ 
千葉市⽴海浜病院 産婦⼈科 
飯島マザーズクリニック 
尾﨑クリニック 
ひきたｸﾘﾆｯｸ 
千葉愛友会記念病院 
巻⽯堂病院 
北原産婦⼈科 
北島産婦⼈科医院 
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本⽥産婦⼈科ｸﾘﾆｯｸ 
さんむ医療センター 
東邦⼤学医療センター佐倉病院 産婦⼈科 
⽊下産婦⼈科医院 
共⽴習志野台病院 産婦⼈科 
⽊村医院 
君津中央病院 産婦⼈科 
帝京⼤学ちば総合医療ｾﾝﾀｰ 
⽇吉台ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
薬丸病院 
⻄船橋ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
鈴⽊医院 
⻲⽥総合病院 産婦⼈科 
鈴⽊ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 
千葉⻄総合病院 産婦⼈科 
舞浜ｸﾘﾆｯｸ 
清川医院 
みらいｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
船橋市⽴医療センター 産婦⼈科 
 
（順不同） 


