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～下記の研究を行います～ 

『ニューモシスティス肺炎の予後に関する因子の検討の

ための多施設共同後ろ向き観察研究』 
  

 当院では、以下の臨床研究を実施しております。 

  

【研究課題名】ニューモシスティス肺炎の発症と予後に関する因子の検討のための多施設共同 

後ろ向き観察研究 

【研究の主宰機関】国立病院機構姫路医療センター 

【研究代表者】三宅 剛平 

【研究の目的】ニューモシスティス肺炎（Pneumocystis pneumonia: PCP）の患者に対し、年 

齢、性別、体重、血液検査、画像検査、基礎疾患、基礎疾患に対する治療薬（過去 3ヶ月 

間の副腎皮質ステロイド使用量、免疫抑制剤、抗癌剤、PCP予防薬等）、PCP治療に対す 

る使用薬剤等を検討し、PCP発症リスクおよび PCP初診より 90日以内の死亡の有無を基準 

とした疾患予後の関連を検討することを目的とする。 

【研究の期間】研究許可日～2022 年 12 月 31 日 

【研究の方法】 

●対象となる患者さん  

2010年より 2021年に当施設で PCPと診断（PCPガイドライン）された症例で、年齢、性別、 

治療内容は不問 

※除外基準 ： 体重測定値などの欠損値のある症例、PCP以外の間質性肺炎と診断された症例 

●利用する試料・情報の種類 

①患者基本情報：年齢・性別・診断・合併症・既往歴・発症年齢・治療歴・喫煙歴 等。 

②疾患情報：血液検査：CBC、凝固、生化学、βDグルカン、CRP、KL-6、SP-Dなど 

血液ガス分析、経皮的酸素飽和度、酸素吸入量、喀痰検査等。 

画像検査：胸部レントゲン検査、胸部 CT検査 

●外部への試料・情報の提供 

安全管理措置として各施設で連結可能匿名化対応表を作成し、当院での作成は行わない。

また、症例データについては病歴、年齢、性別、身長、体重および血液・生理・画像検査

データを取り扱うが、このシステムには ID/パスワードを保有するものしかアクセスでき

ないよう制限し、対応表は、当センターの研究責任者が保管・管理します。 

●研究組織 

①主研究機関 

独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター 呼吸器内科   三宅 剛平 

②共同研究機関 

別紙 
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【研究の資金源】該当なし 

【利益相反】 

臨床研究における利益相反（ＣＯＩ(ｼｰｵｰｱｲ)：Conflict of Interest）とは、「主に経済的

な利害関係によって公正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められている

のではないかと疑われかねない事態」のことを指します。具体的には、製薬企業や医療機器

メーカーから研究者へ提供される謝金や研究費、株式、サービス、知的所有権等がこれにあ

たります。 

本研究は、特定の企業・団体等からの支援を受けて行われるものではなく、利益相反はあ

りません。 

◎本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先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

究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

◎試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方に

ご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。

その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

研究責任者 

                    国立病院機構南岡山医療センター  

呼吸器・アレルギー内科 

                     〒701-0304 都窪郡早島町早島 4066    

                                              TEL （086）482-1121（代） 

                    研究責任者 板野 純子 

 

研究代表者  

国立病院機構姫路医療センター 呼吸器内科 

                     〒670-8520  姫路市本町 68番地 

                          責任者 三宅 剛平 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x3874331514154380769&id=YN5286x3874331514154380769&q=(%e7%8b%ac)%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%97%85%e9%99%a2%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%b3%95%e5%86%86%e5%9d%82%e5%ae%bf%e8%88%8e&name=(%e7%8b%ac)%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%97%85%e9%99%a2%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%b3%95%e5%86%86%e5%9d%82%e5%ae%bf%e8%88%8e&cp=34.6790161132813%7e135.520568847656&ppois=34.6790161132813_135.520568847656_(%e7%8b%ac)%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%97%85%e9%99%a2%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%b3%95%e5%86%86%e5%9d%82%e5%ae%bf%e8%88%8e&FORM=SNAPST
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共同研究機関 

研究参加予定機関（機関責任者） 

岡山大学病院 血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科（助教：肥後寿夫） 

独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター 呼吸器・アレルギー内科（医師 板野純子） 

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 呼吸器内科（医師 工藤健一郎） 

独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 呼吸器内科（医師 田村朋季） 

宮崎県立宮崎病院 内科（内科医長兼医療情報科医長 姫路大輔） 

川崎医科大学 総合内科学 4（教授 瀧川奈義夫） 

 



1. 試料・情報の利用目的及び利用方法

A） 目的 ：運動器疾患の手術に関する大規模データベースの構築

B）方法： 日本整形外科学会が運営するインターネ ット上のレジストリシス

テムへの登録

2. 利用文は提供する資料・情報の項目（注 1)

A) データベースの1階部分（日整会主導の調査項目）：患者ID（匠名化 ID① ：各

データ登録機関のノレールにより個人情報保護法に準拠し作成し、対応表で管理

する。匿名化ID②：データ登録機関コード＋ナンバリング）、年齢、性別、ハ

ッシュ値①（患者氏名＜読み＞、性別、生年月日 、その他の項目より作成→ア

ウトカムと しての再手術時の患者突合に利用）、医療機関コード、疾患情報（標

準病名、 ICD-10コード、病名管理番号、病名変換用コード）、手術情報（Kコー

ド、入院・外来別）、手術時間、麻酔時間、手術日、術者情報（日整会会員情報

と連結）、看護師数、技師数、治療成績（術後 30日におけるアウトカム「改善 ・

不変 ・悪化 ・術後 30日以内の再入院J)

B） データベースの 2階部分（関連学会または研究班主導の調査項目）

I. 人工関節手術（日本人工関節学会）

① ハッシュ値②（患者の出身県、患者名＜読み＞の最初の一文字を加え作

成する）

② 手術内容 何HA、TKA凡JK.AJPFA、解剖学的 TSAIリパース型 TSA)

③ 手術概要 ：

1. 初回手術：手術側、既往手術、手術診断名

2. 再手術：初回手術年月日、初回手術施設名、初回手術診断名、手術

側、手術の理由、手術の内谷、抜去したイ ンプラン ト情報

＠ 手術手技：アプローチ、大転子、最小侵襲手技、ナピゲーション ・シス

テム、セメン卜、セメント商品情報、抗生剤含有セメント、抗生剤情報、

骨移植、生体活性材料の使用、生体活性材料商品情報、補強部品、補強

部品商品情報

⑤ 使用したコンポーネント（股臼側、インサート、大腿骨側、骨頭、スクリ

ュ一、その他）

II. 関節鏡視下手術（日本関節鏡 ・膝 ・スポーツ整形外科学会）

① 手術のプロファイノレ：術中の トラプ‘ル



② 部位／手術内容：手術部位（膝関節、肘関節、肩関節、手関節、足関節、そ

の他の部位）

1. 膝関節：実施した鏡視下手術（半月板切除術／縫合術、前十字靭帯再

建術、後十字靭帯再建術、 ACL,PCL以外の靭帯手術、複合靭帯再

建術／修復術、軟骨修復術、滑膜切除術・デプリドマン）

2. 肩関節：実施した鏡視下手術（腿板修復術、パンカート修復術、そ

の他の関節唇手術、 HAGLJ関節包修復術、観血的関節授動術、デプ

リドマン、肩峰形成術、再鏡視）

3. 足関節：実施した鏡視下手術（足関節前方インピンジメント症候群

に対する鏡視下手術、足関節後方インピンジメント症候群に対する

鏡視下手術、骨軟骨損傷に対する鏡視下手術または検査、鏡視下関

節固定術、新鮮または陳旧性靭帯損傷に対する鏡視下手術または検

査）

4. 股関節：実施した鏡視下手術（股関節インピンジメント、股関節唇

処置、臼蓋緑領域の M AHORN分類、大腿骨頭靭帯、遊離体、臼蓋

形成不全の処置）

③ 濯流液：使用した濯流j夜、濯流液の使用量、港流方法

④ 術中・術後合併症：手術器具の破損、手術での合併組織損傷、術後合併

症

III.脊椎脊髄手術（日本脊椎脊髄病学会）

① 患者背景：身長、体重、既往症、併存症、神経障害 ・勝脱直腸障害の有
値

② 手術関連情報：詳細術式、手術部位、手術適応病名、詳細病名、緊急手

術／予定手術、オープン、手術／経皮的手術、 ASA、術中出血量、骨移植の

種類、使用インプラント

③ 治療成績：手術成績評価（健康関連QOL、JOAスコアなど）、画像所見、

術中・術後合併症（術後 1ヶ月間まで）、通常行われる血液・培養検査結

果、合併症関連情報

IV. 脊柱靭帯骨化症手術（脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班）

① 患者基本データ（ハッシュ値、身長、体重、喫煙歴、抗凝固薬・抗血小

板薬の服用、併存症）

② 症状・病歴（神経症状、 JOAスコア）

③ 画像所見（骨化のタイプ、骨化の範囲）

④ 手術内容（術式、除圧範囲、固定範囲、使用インプラント）

⑤ 術中脊髄モニタリング所見

⑥ 術中・術後合併症

⑦ 疹痛（VASスコア）

V. 上記以外の手術は順次、関連学会・研究班等と協議の上、追加する。

（注 1）医療機関により提出する資料・情報が異なります。必要な項目のみの情報公開

を行ってください（研究計画書・別紙2参照）



3. 利用するものの範囲

A）登録されたデータを利活用して医学研究を実施する際には、日本整形外科学会

が審査の上、日本整形外科学会員又は関連学会員が利用する

8）有害事象や不具合が発生した場合、医学的 ・人道的見地から登録されたデータ

を製造販売会社や審査機関に提供する

C）医療の進歩や安全性向上を目的とした医療機器の開発や改良のために製造販

売企業に提供する

4 情報の管理について責任を有する者の氏名文は名称

A）公益社団法人 日本整形外科学会

8）理事種市洋 （症例レジストリ ー委員会担当）

5.研究対象者又はその代理人の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用

又は他の研究機関への提供を停止する。



6. 5. の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法

A）受付先

国立病院機構南岡山医療センター

管理課藤津良次

〒 701-0304 岡山県早島町早島 4066

電話 086-482-1121 Fax 086-482-3883 平日 8:45～17: 15 

B）受付方法

電話・郵送



�
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南岡山医療センターを受診した患者さんへ 

「血液由来黄色ブドウ球菌の病原性解析と臨床応用に関する研究」に使用するデータについて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

この研究では、南岡山医療センターを受診し、細菌検査の際に保存されている菌株と以下の電子

データを使用します。 

１） 期間：2019 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日 

２） 受診科：血液培養検査が行われた受診科 

３） 対象：血液由来の黄色ブドウ球菌（保菌、感染症を問わない） 

４） 使用する電子データ：各株の採取日と検体番号、菌株が分離された患者の年齢、性別、人

種、国籍、海外渡航歴、職業、動物との接触、入院日、基礎疾患（糖尿病・透析）、既往歴、

人工物（ペースメーカー・人工関節・人工弁・大動脈弁）の有無、手術歴、デバイス（人工呼

吸器・尿道カテーテル・中心静脈カテーテル・末梢静脈カテーテル）の有無、注射剤使用の

有無、アトピー性皮膚炎の有無、HIV 感染の有無、インフルエンザ罹患歴の有無、感染の

タイプ（1.医療関連感染：医療機関・在宅・その他介護施設等、2.市中感染）、感染巣、感染

部位、主に使用した抗 MRSA 薬、退院日、30 日死亡の有無 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

あなたの診療情報を今後の医学の進歩のために研究に使用させていただきたくお願い申しあげ

ます。研究の内容の詳細は以下のとおりです。 

研究内容をよくお読みになり、もし研究にご協力いただけない場合は、お手数ですが次頁の連絡

先までご連絡ください。研究ご協力の撤回受付は研究成果の公表前までとなります。 

ご了承いただけますよう、お願い申しあげます。 

 

１）研究組織：国立感染症研究所薬剤耐性研究センター 

 研究代表者：センター長  菅井基行 

 研究分担者：室長  鈴木里和 

 研究分担者：主任研究官  鈴木仁人 

 研究分担者：主任研究官  松井真理 

 研究分担者：主任研究官  矢原耕史 

 研究分担者：主任研究官 鹿山鎭男 

 研究分担者：主任研究官 久恒順三 

 研究分担者：研究官 于 連升 

 研究分担者：研究官  平林亜希 

 研究分担者：非常勤研究員 鹿住祐子 

 研究分担者：非常勤研究員 川上小夜子 

 研究分担者：期間業務職員 甲斐久美子 

 研究分担者：期間業務職員 笹田万友美 

 研究分担者：期間業務職員 島川宏一 

 研究分担者：協力研究員 北川浩樹 

 

２）研究の意義と目的：薬剤耐性菌は、最も重要な公衆衛生学上の脅威のひとつとして認識されて



�
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おり、患者の治療困難、死亡率や医療コストの上昇などの弊害をもたらしています。本研究で

は、薬剤耐性菌の（遺伝子レベルまでの詳細な）解析を実施すると共に厚生労働省院内感染

対策サーベイランス事業(JANIS)に参加する医療機関の還元データを用いて薬剤耐性菌の

病原因子や検出率、分布状況などの検証を行います。 

 

３）研究の方法：各医療機関より提供いただいた細菌と情報は、当研究センターにて詳細な解析を

実施するとともに情報をデータベース化し、解析いたします。また解析された細菌は薬剤耐性

菌バンクに保管の上、レファレンスとして登録いたします。 

 

４）研究期間：2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

 

５）上記のデータの使用を選定した理由：上記のデータの統合的使用は、本研究の意義と目的を

達成する上で、現時点で最も効果的な方法と言えます。 

 

６）プライバシー保護・人権保護・倫理的配慮について：データは匿名化されており、個人が特定さ

れることはありません。人権と倫理に配慮して、データの解析を行います。 

 

７）研究成果の発表の方法：本研究の成果は、学会発表および論文として発表致します。 

 

８）利益相反：本研究は特定企業からの資金援助はありません。 

 

９）事務局、問い合わせ、連絡先： 

  国立感染症研究所薬剤耐性研究センター センター長 菅井基行 

東京都東村山市青葉町 4 丁目 2-1 042-391-8211 

E-mail: amrrc_staphy_query@nih.go.jp 

 

［当院における研究責任者］ 

国立病院機構南岡山医療センター 

皮膚科 医長 藤原愉高 

 

［当院における問い合わせ先］ 

国立病院機構南岡山医療センター 

管理課 建部宏明 

電話：086-482-1121（平日：8 時 45 分～17 時 15 分） 

ファックス：086-482-3883 
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