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情報公開文書 

聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得ら

れた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚

生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さん

のお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされ

ております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体や

カルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以

下の「問い合わせ先」へご照会ください。 

[研究課題名] 免疫チェックポイント阻害療法を受けた非小細胞肺癌患者の観察研究 

[研究機関名] 聖隷三方原病院  

[研究機関の長] 荻野和功 

[研究責任者] 棚橋雅幸 （呼吸器外科・医師）  

[研究の概要]  

 目的・方法（研究期間も含む） 

研究期間：実施承認後～2022年3月31日 

本研究の意義、目的、方法：現在、本邦においては、非小細胞肺がんに対する新たな治療

法として、キイトルーダなどの免疫チェックポイント阻害剤が承認され、使用されていま

す。しかしながら大きな期待の一方で、薬剤が極めて高価であることや、どのような患者

さんに有効なのか、どのような有害事象が生じるのか、必ずしもが明らかになっていない

ことが大きな課題となっています。したがって、本研究では、日本肺癌学会が主体となり、

全国におけるキイトルーダの投与を受けた肺がん患者について、様々な診療情報を集め、

実際の臨床における治療効果,有害事象,治療期間,生存期間等の実態を把握するとともに、

治療効果を予測できる因子について解析することを目的としています。 

 対象となる患者さん 

2017年2月1日より6月30日まで、キイトルーダ(Pembrolizumab)による治療を開始され,市

販直後調査にて治療情報を登録された非小細胞肺癌患者 

 研究に用いる試料・情報の種類 

試料：なし 

情報：診療記録、臨床検査データ、診断用画像情報、病理組織情報等 

 外部への試料・情報の提供 

インターネットを介して中央の組織にデータを集めます。 

1)本研究で取り扱う患者さんの個人情報は、氏名、患者番号および生年月日のみです。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（対応表）は、当院の

研究責任者が保管・管理します。 
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 研究組織 

【研究代表者】 

弦間昭彦 日本肺癌学会理事長 日本医科大学学長 日本癌治療学会理事 

光冨徹哉 日本肺癌学会理事 近畿大学医学部呼吸器外科  

【研究実施医療機関】 

愛知医科大学 呼吸器・アレルギー内科 久保昭仁 

愛知県がんセンター 呼吸器内科 清水淳市 

明石医療センター 呼吸器内科 大西 尚 

旭川医科大学病院 呼吸器センター 大崎能伸 

石巻赤十字病院 呼吸器内科 小林誠一 

和泉市立総合医療センター 腫瘍内科 松井 薫 

伊勢赤十字病院 呼吸器内科 井谷英敏 

市立伊丹病院 呼吸器内科 原 聡志 

国立病院機構茨城東病院 内科診療部呼吸器内科 林原賢治 

王子総合病院 呼吸器内科 河井康孝 

青梅市立総合病院 呼吸器内科 矢澤克昭 

大分大学医学部附属病院 腫瘍内科 西川和男 

大分大学医学部附属病院 呼吸器外科 杉尾賢二 

大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器内科 金田裕靖 

国立病院機構大阪刀根山医療センター 呼吸器腫瘍内科 森 雅秀 

大阪府済生会吹田病院 呼吸器内科 岡田あすか 

大阪府済生会中津病院 呼吸器内科 長谷川吉則 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 横山俊秀 

NHO 岡山医療センター 呼吸器内科 藤原慶一 

岡山赤十字病院 呼吸器内科 別所昭宏 

岡山大学病院 呼吸器・アレルギー内科 木浦勝行/二宮貴一朗 

岡山労災病院 腫瘍内科 藤本伸一 

神奈川県立がんセンター 呼吸器内科 村上修司 

がん研究会有明病院 呼吸器内科 栁谷典子 

関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科 倉田宝保 

北里大学病院 呼吸器内科 猶木克彦 

君津中央病院企業団国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器外科 飯田智彦 

国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科 竹尾貞徳 

京都桂病院 呼吸器センター呼吸器内科 西村尚志 

京都第二赤十字病院 呼吸器内科 竹田隆之 

京都山城総合医療センター 呼吸器外科 伊藤和弘 

霧島市立医師会医療センター 呼吸器外科 柳 正和 

熊本再春医療センター 呼吸器内科 浦本秀志 

熊本市医師会熊本地域医療センター 呼吸器内科・ 柏原光介 
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群馬県立がんセンター 呼吸器内科 湊 浩一 

慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター・呼吸器内科 副島研造 

厚生連高岡病院 腫瘍内科 柴田和彦 

神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科 佐藤悠城 

神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科 立原素子 

神戸低侵襲がん医療センター 腫瘍内科 岡田秀明 

公立阿伎留医療センター 呼吸器外科 三浦弘之 

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 堀之内秀仁 

済生会熊本病院 呼吸器内科 坂田能彦 

さいたま赤十字病院 呼吸器内科 松島秀和 

佐賀県医療センター好生館 呼吸器内科 岩永健太郎 

佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 荒金尚子 

滋賀医科大学呼吸器外科 呼吸器外科 花岡 淳 

滋賀県立総合病院 呼吸器内科 塩田哲広 

市立島田市民病院 呼吸器外科 小林淳 

島根県立中央病院 医療局 久良木隆繁 

順天堂大学 呼吸器内科 朝尾哲彦 

昭和大学病院 呼吸器アレルギー内科 楠本壮二郎 

昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 北見明彦 

信州上田医療センター 呼吸器内科 吾妻俊彦 

信州大学医学部附属病院 呼吸器・感染症・アレルギー内科 立石一成 

社会医療法人 青洲会 福岡青洲会病院 呼吸器内科 杉本幸弘 

聖マリアンナ医科大学病院 呼吸器内科 古屋直樹 

聖隷三方原病院 呼吸器センター外科 棚橋雅幸 

仙台厚生病院 呼吸器内科 中村敦 

宝塚市立病院 呼吸器内科・腫瘍内科 籏智幸政 

千葉県がんセンター 呼吸器内科 新行内雅斗 

千葉大学医学部附属病院 腫瘍内科 滝口裕一 

筑波大学附属病院 呼吸器内科 中澤健介 

天理よろづ相談所病院 呼吸器内科 安田武洋 

東海大学医学付属病院 呼吸器内科学 浅野浩一郎 

東京医科大学 呼吸器甲状腺外科 池田德彦 

東京医科歯科大学 呼吸器内科 宮崎泰成 

東京医科大学茨城医療センター 臨床腫瘍科 小山信之 

国立病院機構東京医療センター 呼吸器内科 小山田吉孝 

東京新宿メディカルセンター 呼吸器内科 清水秀文 

国立病院機構東京病院 呼吸器センター 日下 圭 

東北大学病院 呼吸器内科 宮内栄作 

徳島大学 呼吸器・膠原病内科 軒原浩 
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鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科 小谷昌広 

富山大学附属病院 第一内科 猪又峰彦 

トヨタ記念病院 呼吸器内科 木村元宏 

長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科） 山口 博之 

国立病院機構長良医療センター 呼吸器内科 加藤達雄 

名古屋第一赤十字病院 呼吸器内科 野村史郎 

名古屋大学 呼吸器内科 森瀬昌宏 

日本医科大学付属病院 呼吸器内科 清家正博 

日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器内科 田中瑛一朗 

日本大学医学部附属板橋病院 呼吸器内科 清水哲男 

NTT 東日本札幌病院 呼吸器内科 橋本みどり 

NHO 姫路医療センター 呼吸器内科 加藤智浩 

兵庫医科大学病院 呼吸器内科 木島貴志 

国立病院機構 弘前病院 呼吸器科 中川英之 

福井県済生会病院 内科 白﨑浩樹 

福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 塩 豊 

藤田医科大学医学部 呼吸器内科学 I 今泉和良 

JCHO 北海道病院 呼吸器センター呼吸器内科 原田敏之 

三井記念病院 呼吸器内科 藤原豊 

宮城県立がんセンター 呼吸器内科 福原達朗 

公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院 呼吸器科 渡辺洋 

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 化学療法科・呼吸器内科 坂下博之 

横浜市立大学附属病院 呼吸器内科 小林信明 

横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器内科 河﨑 勉 

淀川キリスト教病院 呼吸器内科 紙森隆雄 

和歌山県立医科大学 内科学第三講座 山本信之 

 

[問い合わせ先および研究への利用を拒否する場合の連絡先]  

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 

棚橋雅幸、鈴木恵理子・呼吸器外科 

電話 053-436-1251  FAX 053-438-2971 


