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研究協力のお願い 

この研究は、大阪医科薬科大学 研究倫理委員会にて審査され、各研究機関の長の許可を受けたうえ

で実施しております。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。 

 

大阪医科薬科大学  一般・消化器外科学教室 

 

【共同研究機関】 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 

外科 

記 

研究の名称 

「結腸癌に対する体腔内吻合の短期・長期成績に関する 

後向き・前向きコホート研究」 

対象 

2020年 1月 1日から 2021年 12月 31日までの期間に結腸癌に対する腹腔鏡下手

術を受けられた患者さんの診療情報を研究に利用いたします。当院では、300例

（共同研究機関全体で 5000例）を予定しています。 

研究期間 研究実施許可日 ～ 2026年 12月 31日 

試料・情報の利用目

的及び利用方法 

利用目的：結腸癌に対する腹腔鏡手術における吻合方法の違いによる短期および

長期成績を検討するために患者さんの情報を利用します。 

利用方法：患者さんの情報を、当院の診療記録から収集し、抽出した情報を基に

統計解析を行います。抽出する診療情報は、診療情報と同様に厳重に

管理され、個人を特定できる情報が漏れることはありません。研究結

果は、個人を特定できないように対処したうえで、学会や学術誌で発

表される予定です。本研究は日常診療を行った後に情報をまとめる形

で行われる研究（観察研究）ですので、参加することによる直接的な

利益や不利益はありません。また、本研究へ参加することで、新たに



発生する自己負担はありませんし、謝礼金などもありません。 

 

対象者の方（あるいは代理人）の申し出により、他の対象者等の個人情報保護

や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、研究に関する資料を入手や閲覧で

きますので、ご希望される際は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。 

各共同研究機関から主管機関である大阪医科薬科大学には、研究で利用する情

報から個人を特定できる情報を削除し、匿名化された状態で提供されます。 

利用し、又は提供す

る試料・情報の項目 

情報：病歴、身体情報、血液検査、手術データ、病理学的所見など 

研究者名 

【研究代表者】 

 大阪医科薬科大学  一般・消化器外科学 教授 李 相雄 

【共同研究機関】 

 石川県立中央病院  消化器外科  伴登 宏行 

愛媛県立中央病院  消化器外科  發知 将規 

大分大学  消化器・小児外科  猪股 雅史 

大阪公立大学  消化器外科学  前田 清 

大阪赤十字病院  消化器外科  野村 明成 

鹿児島大学病院  光学医療診療部  盛 真一郎 

刈谷豊田総合病院  外科  小林 建司 

がん・感染症センター都立駒込病院  大腸外科  川合 一茂 

がん研究会有明病院  大腸外科  福長 洋介 

京都大学医学部附属病院  消化管外科学講座  肥田 侯矢 

京都府立医科大学  消化器外科  大辻 英吾 

近畿大学  下部消化管外科  川村 純一郎 



久留米大学医学部  外科学講座  藤田 文彦 

慶應義塾大学医学部  外科学（一般・消化器）岡林 剛史 

県立広島病院  消化器外科  三口 真司 

厚生連長岡中央綜合病院  消化器病センター・外科  西村 淳 

高知医療センター  消化器外科・一般外科  稲田 涼 

国立がん研究センター東病院  大腸外科  伊藤 雅昭 

彩の国東大宮メディカルセンター  外科  小島 成浩 

佐賀大学医学部  一般・消化器外科  真鍋 達也 

相模原協同病院  消化器外科  若林 正和 

札幌厚生病院  外科  高橋 周作 

滋賀医科大学  外科学講座  三宅 亨 

四国がんセンター  消化器外科  小畠 誉也 

島根県立中央病院  外科診療部  金澤 旭宣 

春秋会城山病院  消化器外科  新田 敏勝 

新東京病院  消化器外科  松本 寛 

聖マリアンナ医科大学病院  大学病院消化器一般外科  牧角 良二 

聖マリアンナ医科大学西部病院  西部病院消化器一般外科  内藤 正規 

総合南東北病院  総合外科  外舘 幸敏 

中国労災病院  外科  福田 敏勝 

帝京大学医学部附属溝口病院  外科  小林 宏寿 

東海大学医学部  消化器外科  山本 聖一郎 

東京医科歯科大学  消化管外科  絹笠 祐介 

東北大学病院  総合外科  大沼 忍 

栃木県立がんセンター  大腸骨盤外科  小澤 平太 

名古屋市立大学医学部  消化器外科  高橋 広城 

名古屋大学医学部附属病院  消化器外科１  上原 圭 

兵庫県立がんセンター  消化器外科  古谷 晃伸 



藤田医科大学  総合消化器外科学講座  廣 純一郎 

別府医療センター  外科  吉田 大輔 

山形大学医学部  外科学第一講座  元井 冬彦 

山口大学医学部附属病院  消化器・腫瘍外科  永野 浩昭 

横須賀共済病院  外科  諏訪 宏和 

横浜市立大学  外科治療学  風間 慶祐 

横浜市立大学附属市民総合医療センター  消化器病センター外科  渡邉 純 

琉球大学  消化器・腫瘍外科  高槻 光寿 

参加拒否の申し出について 

 ご自身の診療情報を研究に利用させて頂くことに対する問い合わせ、参加拒否を申し出たい場

合は、下記の連絡先までお願いいたします（対象者の代理人からの申し出も受付いたします）。参

加拒否の申し出をされた場合は、研究の対象から削除し、研究利用をいたしません。しかしなが

ら、研究結果が出た後の参加拒否の申し出については、研究の対象から削除することができかね

ますので、予めご了承ください。 

＜問い合わせ窓口＞【主管研究機関】 

 〒569-8686  大阪府高槻市大学町2番7号 

大阪医科薬科大学  一般・消化器外科学教室 

 担当者 李 相雄  

 連絡先 072-683-1221（代） 内線 56212 

＜共同研究機関＞ 

 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 

住所：〒238-8558 横須賀市米が浜通1-16 

 担当者 諏訪 宏和  

 連絡先 046-822-2710 内線 7704 

＜試料・情報の提供を行う機関＞ 

 提供責任者：諏訪 宏和 

研究機関及び研究機関の長：長堀 薫 



研究参加拒否書 

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  病院長  殿 

 

  

 

研究の名称 
「結腸癌に対する体腔内吻合の短期・長期成績に関する 

後向き・前向きコホート研究」 

私は、上記研究への参加について検討した結果、研究参加を拒否いたします。 

 

年     月     日 対象者 住所 

  氏名（自署） 

※ご本人が自署できない場合は、代諾者の方がご記入ください。 

代諾者（続柄：     ） 

  
住所 

  
氏名（自署） 

 


