
情報公開文書（1.0版 2018年 11月 1日）） 

 

 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析 

（2017-2019 年度日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の適正化を目指した研究」

の内容を包括） 

 

 

はじめに 

神戸大学医学部附属病院循環器内科では、心血管疾患に対するカテーテル治療をおこなった患者さんを

対象に研究を実施しております。内容については下記のとおりとなっております。 

尚、この研究についてご質問等ございましたら、最後に記載しております[問い合わせ窓口]までご連絡くだ

さい。 

 

 

1. 研究概要および利用目的 

 神戸大学医学部附属病院循環器内科では、心血管疾患に対するカテーテル治療をおこなった患者様の治療

記録を、以下の日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）施行の症例登録システムに登録する事業に協

力しています。 

心血管疾患に対するカテーテル治療とは、冠動脈疾患、末梢血管や構造的心疾患に対するインターベンション

（カテーテル）治療として、 

 冠動脈インターベンション＝PCI 

 末梢血管インターベンション＝EVT 

 構造的心疾患インターベンション＝SHD 

と呼び、 

この登録事業は、心血管疾患に対するカテーテル治療前後のカルテ情報を、上記の治療別に J-PCI、J-EVT、

J-SHDレジストリーとして、National Clinical Databaseシステム（以下、NCD） (http://www.ncd.or.jp)に登録し、

今後のカテーテル治療の発展とその質の向上のために行っています。 

私たちは可能な限り皆様のご協力を得たいと思っております。ご質問がある場合、またはこの登録事業に「自

分の情報を使ってほしくない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。但し、すでに

解析を終了している場合等、本データから患者様の情報を削除できない場合がありますので、ご了承ください。 

 

 

2. 研究期間 

 この研究は、2017年 6月 22日から 2027年 3月 30日までの約 10年間行います。 

 

 

3. 研究に用いる試料・情報の種類 

カテーテル治療 1年後予後として、死亡（心臓死、非心臓死）の有無、急性冠症候群発症の有無、 

脳卒中発症の有無、入院を要する出血性合併症の有無、再血行再建術の有無を確認致します。 
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4. 研究機関 

代表研究者 

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT） 

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授 中村 正人 

 

共同研究施設 

全国の日本心血管インターベンション治療学会に所属する医療機関 

 

参加予定施設名 代表医師名 

公立大学法人 和歌山県立医科大学 赤阪隆史 

関西電力病院 浅田聡 

学校法人獨協学園 獨協医科大学病院 阿部七郎 

東京都立墨東病院 安倍大輔 

学校法人 愛知医科大学 天野哲也 

独立行政法人国立病院機構 大分医療センター 有川雅也 

北播磨総合医療センター 粟野孝次郎 

独立行政法人国立病院機構 函館病院 安在貞祐 

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院 安斉均 

東京大学医学部附属病院 安東治郎 

独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院 飯田修 

医療法人春林会 華岡青洲記念心臓血管クリニック 華岡慶一 

東海大学医学部付属病院 伊苅裕二 

長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 佐久医療センター 池井肇 

日本赤十字社医療センター 池ノ内浩 

熊本赤十字病院 池本智一 

名古屋大学医学部附属病院 石井秀樹 

医療法人財団 荻窪病院 石井康宏 

学校法人獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター 石川哲也 

トヨタ記念病院 石木良治 

福井大学医学部附属病院 石田健太郎 

草加市立病院 稲垣裕 

組合立 諏訪中央病院 今井拓 

都城市郡医師会病院 岩切弘直 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 岩間眞 

久留米大学病院 上野高史 

国立大学法人 富山大学附属病院 上野博志 

日本赤十字社 長浜赤十字病院 上野義記 

学校法人川崎学園 川崎医科大学 上村史朗 

富山県立中央病院 臼田和生 
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国立大学法人 信州大学医学部附属病院 海老澤聡一朗 

国立大学法人 浜松医科大学 大谷速人 

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 大辻悟 

一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 大友達志 

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 大西祐子 

東京慈恵会医科大学附属病院 小川崇之 

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 於久幸治 

公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立市民病院 奥田純 

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 桶家一恭 

新潟大学医歯学総合病院 尾﨑和幸 

新潟市民病院 小田弘隆 

山梨大学医学部附属病院 尾畑純栄 

茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院 角田恒和 

徳島県厚生農業協同組合連合会 吉野川医療センター 角谷昭佳 

医療法人シーエムエス 杉循環器科内科病院 香月与志夫 

地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 加藤雅也 

社会医療法人財団大和会 東大和病院 加藤隆一 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 門田一繁 

市立島田市民病院 金森範夫 

社会医療法人近森会 近森病院 川井和哉 

国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 川崎雅規 

地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 神田順二 

日本医科大学武蔵小杉病院 菊池有史 

金沢医科大学病院 北山道彦 

医療法人財団康生会 武田病院 木下法之 

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 木村一雄 

市立豊中病院 熊田全裕 

国立大学法人 三重大学医学部附属病院 栗田泰郎 

青梅市立総合病院 栗原顕 

帝京大学医学部附属病院 上妻謙 

浜松医療センター 小林正和 

学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 小宮山伸之 

学校法人杏林学園 杏林大学 金剛寺 謙 

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 齋藤滋 

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 阪上学 

地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 坂本裕樹 

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 坂本宗久 

社会医療法人明和会 中通総合病院 阪本亮平 
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医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 櫻井将之 

医療法人社団栄悠会 綾瀬循環器病院 里田雅彦 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会大阪府済生会中津病院 志手淳也 

一宮市立市民病院 志水清和 

医療法人同仁会（社団） 京都九条病院 清水眞澄 

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 下村光洋 

日本赤十字社 松江赤十字病院 城田欣也 

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 末吉敦 

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 菅野晃靖 

地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構 日本海総合病院 菅原重生 

社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 杉村洋一 

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 鈴木智裕 

医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター 鈴木頼快 

学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院 諏訪哲 

社会医療法人財団池友会 福岡和白病院 芹川威 

三豊総合病院 高石篤志 

社会医療法人天陽会 中央病院 高岡順一郎 

社会医療法人愛仁会 高槻病院 髙岡秀幸 

地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 武田吉弘 

独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 竹谷善雄 

独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 竹中孝 

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 武安法之 

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 田中哲也 

岡崎市民病院 田中寿和 

東京医科大学八王子医療センター 田中信大 

東京都立 多摩総合医療センター 田中博之 

聖マリアンナ医科大学病院 田辺康宏 

山形県立中央病院 玉田芳明 

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓・血管センター 民田浩一 

日本赤十字社 前橋赤十字病院 丹下正一 

社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 寺沢彰浩 

香川県立中央病院 土井正行 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 中尾元栄 

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 中里和彦 

社会医療法人敬和会 大分岡病院 永瀬公明 

独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 中村伸一 

学校法人帝京大学 帝京大学ちば総合医療センター 中村文隆 

東邦大学医療センター大橋病院 中村正人 
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日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 七里守 

公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 浪打成人 

医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院 名村正伸 

医療法人 三重ハートセンター 西川英郎 

川崎市立川崎病院 西澤健也 

日本赤十字社 足利赤十字病院 沼澤洋平 

横浜市立市民病院 根岸耕二 

公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 野口祐一 

京都中部総合医療センター 野村哲矢 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院 長谷川祐 

医療法人回生会 宝塚病院 馬殿正人 

鹿児島市立病院 濱崎秀一 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 原久男 

東京医科大学茨城医療センター 東谷迪昭 

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 広井知歳 

特定医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 藤井謙司 

地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 藤井崇史 

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 藤井洋之 

医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 藤田勉 

福井県立病院 藤野晋 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 藤本肇 

高知県･高知市病院企業団立 高知医療センター 細木信吾 

医療法人五星会 菊名記念病院 本江純子 

医療法人北晨会 恵み野病院 牧口展子 

日本赤十字社 さいたま赤十字病院 松村穣 

宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 松本大典 

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 松村昭彦 

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 道下一朗 

仙台市立病院 三引義明 

学校法人 近畿大学 宮崎俊一 

医療法人社団幸正会 岩槻南病院 宮澤亮義 

社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 宮田節也 

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 宗政充 

独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 村里嘉信 

埼玉医科大学国際医療センター 村松俊裕 

学校法人北里研究所 北里大学 目黒健太郎 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 杢野晋司 

岩手医科大学附属病院 森野禎浩 
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一般財団法人 住友病院 安賀裕二 

東京医科大学病院 山下淳 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 山田貴久 

国立大学法人 滋賀医科大学 山本孝 

社会医療法人 北海道循環器病院 山本匡 

宮崎県立延岡病院 山本展誉 

関西医科大学総合医療センター 山本克浩 

医療法人邦友会 小田原循環器病院 横内到 

弘前大学医学部附属病院 横田貴志 

三菱京都病院 横松孝史 

日本赤十字社 長野赤十字病院 吉岡二郎 

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 吉田敬規 

国立大学法人 東京医科歯科大学 米津太志 

沖縄県立中部病院 和氣稔 

社会医療法人誠光会 草津総合病院 和田厚幸 

社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 渡辺浩毅 

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 度会正人 

地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 御領豊 

洛和会ヘルスケアシステム 洛和会音羽病院 横井宏和 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 髙橋茂清 

一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 柚木佳 

東京ベイ・浦安市川医療センター 小船井光太郎 

鳥取大学医学部附属病院 渡部友視 

国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 大竹 寛雅 

国立病院機構大阪南医療センター 安岡 良典 

金沢大学附属病院 坂田 憲治 

豊田厚生病院 篠田 政典 

豊川市民病院 鈴木 健 

NTT東日本関東病院 山崎 正雄 

昭和大学病院 新家 俊郎 

小牧市民病院 川口 克廣 

公益社団法人 函館市医師会 函館市医師会病院 中川 裕也 

特定医療法人あかね会 土谷総合病院 沖本 智和 

 

 

5. 外部への試料・情報の提供 

当院より直接 National Clinical Database（NCD）へ登録します。 
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6. 個人情報の管理方法 

利用する情報から氏名、住所等の患者さんを直接特定できる個人情報は削除致します。 

また、研究成果は学会等で発表を予定していますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は 

利用しません。 

 

 

7. 試料・情報等の保存・管理責任者 

この研究で取り扱うデータの責任者は以下のとおりです。 

・神戸大学医学部附属病院冠動脈疾患治療部 責任者：大竹 寛雅 

 

・代表研究機関 

日本心血管インターベンション治療学会 理事長 

 

 

8. 研究へのデータ提供による利益・不利益 

利益・・・・本研究にデータをご提供いただく事で生じる個人の利益は、特にありません。 

不利益・・・カルテからのデータ収集のみであるため、特にありません。 

 

 

9. 研究終了後のデータの取り扱いについて 

切り出されたデータは、NCDおよび CVIT解析担当委員のみがアクセス可能にすることで、 

情報の漏えい等を防止し、また、解析ならびにその結果の公表を終えた後、速やかに破棄され、 

プライバシーの保護については十分に注意が払われております。 

  

 

10. 研究成果の公表について 

研究成果は、主要国内外学会や専門誌にて発表いたします。 

 

 

11. 研究へのデータ使用の取り止めについて 

研究の参加は任意であり、同意の撤回も自由に行えます。取りやめを希望されたからといって、何ら不利

益を受けることはありませんので、データを本研究に用いられたくない場合には、下記の[問い合わせ窓口]

までご連絡ください。取り止めの希望を受けた場合、それ以降、患者さんのデータを本研究に用いることはあ

りません。しかしながら、同意を取り消した時、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合には、結果

を廃棄できない場合もあります。 

 

  



情報公開文書（1.0版 2018年 11月 1日）） 

12. 問い合わせ窓口 

この研究についてのご質問だけでなく、ご自身のデータが本研究に用いられているかどうかをお知りにな

りたい場合や、ご自身のデータの使用を望まれない場合など、この研究に関することは、どうぞ下記の窓口

までお問い合わせ下さい。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がな

い範囲内で、研究計画書等を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

  

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

神戸大学医学部附属病院 冠動脈疾患治療部 担当者：大竹 寛雅、川森 裕之 

神戸市中央区楠町 7-5-2 

078-382-5846 

 

研究責任者： 

神戸大学医学部附属病院 冠動脈疾患治療部 大竹 寛雅 

   

研究代表者： 

日本心血管インターベンション治療学会 

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科教授 中村 正人 

  


