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小児科に通院中の患者さんまたはご家族の方へ（臨床研究に関する情報） 
 
当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、患者さんの診療情報を用

いて行います。このような研究は、厚生労働省・文部科学省の「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 3 号）の規定により、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。この研究に関するお問い合わせな

どがありましたら、以下の問い合わせ先へご照会ください。 
 
[研究課題名] 本邦小児慢性腹膜透析療法の実態把握のための調査研究 
 
[研究機関名・長の氏名] 北海道大学病院  寳金 清博 
 
[研究責任者名・所属] 岡本 孝之 （小児科・助教） 
 
[研究代表機関名・研究代表者名・所属] 
東京都立小児総合医療センター腎臓内科 幡谷 浩史 
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市立札幌病院 腎臓移植外科 原田 浩 
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北海道大学病院 小児科 岡本 孝之 
弘前大学医学部附属病院 小児科 田中 完 
岩手医科大学附属病院 小児科 石川 健 
仙台赤十字病院 腎センター小児科 菅原 典子 
東北大学病院 小児科 熊谷 直憲 
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大阪母子医療センター 腎・代謝科 山本 勝輔 
神戸大学医学部附属病院 小児科 南川 将吾 
兵庫医科大学病院 小児科 谷澤 隆邦 
兵庫県立こども病院 腎臓内科 田中 亮二郎 
奈良県立医科大学附属病院 小児科 石川 智朗 
和歌山県立医科大学附属病院 小児科 島 友子 
鳥取大学医学部附属病院 小児科 岡田 晋一 
島根大学医学部附属病院 小児科 山口 清次 
  堀江 昭好 
岡山医療センター 小児科 久保 俊英 
倉敷中央病院 小児科 綾 邦彦 
県立広島病院 小児腎臓科 大田 敏之 
山口大学医学部附属病院 小児科 長谷川 俊史 
徳島大学病院 小児科 香美 祥二 
香川大学医学部附属病院 血液浄化療法室 祖父江 理 
高松赤十字病院 小児科 清水 真樹 
市立宇和島病院 小児科 長谷 幸治 
高知医療センター 小児科 診療科責任者 
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宮崎大学医学部附属病院 小児科 此元 隆雄 
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
 小児腎臓内科 喜瀬 智郎 
千葉東病院 小児科 金本 勝義 
 
[研究の目的] 
小児慢性腹膜透析療法をおこなっている患者数や腹膜透析療法の詳細，合併症等の実態を

解明する。 
 

[研究の方法] 
○対象となる患者さん 

慢性腹膜透析療法を受けている患者さんで、透析導入時に 16 歳未満で、毎年 12 月

31 日時点で 20 歳未満の方 
○利用するカルテ情報 

1）患者背景 
① 生年月・性別 
② 基礎疾患（腎臓および症候群など） 
2）併存症 
3）腹膜透析療法開始日 
4）腹膜透析療法以外の血液浄化療法治療歴（移植を含む） 
5）腹膜透析の治療方法とその変更・理由，終了 
6）腹膜透析カテーテルの種類と使用期間，閉塞 
7）透析液種類，透析システム 
8）腹膜透析関連感染症，合併症 
9）身長・体重の変化，成長ホルモン療法の有無 

 
この研究は、慢性腹膜透析療法を受けている患者さんの治療を行っている機関で実施し

ます。上記のカルテ情報を、電子的症例登録システムを用いて web 入力し研究に使用しま

す。 
 
[研究実施期間] 実施許可日～2023 年 3 月 31 日 
 

この研究について、研究計画や関係する資料、ご自身に関する情報をお知りになりた

い場合は、他の患者さんの個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせするこ

とができます。 



 

研究に利用する患者さんの情報に関しては、お名前、住所など、患者さん個人を特定

できる情報は削除して管理いたします。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されま

すが、その際も患者さんを特定できる情報は削除して利用いたします。 
 
＊上記の研究に情報を利用することをご了解いただけない場合は以下にご連絡ください。 
 
[連絡先・相談窓口] 

北海道札幌市北 14 条西 5 丁目  
北海道大学病院小児科   担当医師 岡本 孝之 
電話 011-706-5954  FAX 011-706-7898    
   


