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泌尿器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、以下の臨床研究に参加しております。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] 
 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出 
 
[研究機関名・長の氏名] 北海道大学病院  秋田 弘俊 
 
[研究責任者名・所属] 安部 崇重（泌尿器科・准教授） 
 
[研究代表機関名・研究代表者名・所属]  
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学講座（泌尿器科学） 植村 元秀・講師 
 
[共同研究機関名・研究責任者名] 
筑波大学医学部附属病院 腎泌尿器外科 西山 博之 

 
[既存情報の提供のみを行う機関］ 

大阪府立急性期・総合医療センター               高尾徹也 
地域医療機能推進機構大阪病院                 藤本宜正  
大阪警察病院                                                高田晋吾 
公立学校共済組合近畿中央病院                                本多正人 
堺市立総合医療センター                                      高山仁志 
大阪労災病院                                                辻畑正雄 
大阪医療センター                                            西村健作 
大阪国際がんセンター                                        西村和郎 
兵庫県立西宮病院                                            西村憲二 
市立池田病院                                                井上 均 
箕面市立病院                                               古賀 実 
住友病院                                                    宮川 康 
日生病院                                                    福井辰成 
市立東大阪医療センター                                      小野 豊 
市立豊中病院                                                三宅 修 
富山大学病院                                                北村 寛 



秋田大学                                                    羽渕友則 
大阪母子医療センター                                        矢澤浩治 
東京慈恵会医科大学附属病院                                  頴川 晋 
東北大学病院                                                伊藤明宏 
北海道大学病院                                              篠原信雄 
奈良県立医大病院                                            藤本清秀 
名古屋市立大学病院                                          安井孝周 
香川大学病院                                                杉元幹史 
岩手医大病院                                                 小原 航 
福島県立医大病院                                             小島祥敬 
広島大学病院                                                 松原昭郎 
慶応大学病院                                                 大家基嗣 
京都府立医大                                                 浮村 理 
滋賀医科大学病院                                             河内明宏 
高知大学病院                                                 井上啓史 
大阪医科大学病院                                             東 治人 
弘前大学医学部附属病院                                       大山 力 
宮城県立がんセンター                                         川村 貞文 
山形大学医学部                                               土谷 順彦 
栃木県立がんセンター                                       川島 清隆  
防衛医科大学校                                              伊藤 敬一  
国立がん研究センター東病院泌尿器・後腹膜腫瘍科           増田 均  
千葉大学医学部                                        市川 智彦  
国立がん研究センター中央病院泌尿器・後腹膜腫瘍科           藤元 博行  
横浜市立大学附属市民総合医療センター                          上村 博司  
新潟県立がんセンター新潟病院                                谷川 俊貴  
新潟大学医歯学総合病院                                       冨田 善彦  
山梨大学医学部                                        武田 正之  
信州大学医学部                                        石塚 修  
静岡県立総合病院                                              吉村 耕治  
浜松医科大学                                        三宅 秀明  
静岡県立静岡がんセンター                          庭川 要  
愛知県がんセンター中央病院                                   曽我 倫久人 
京都大学医学部附属病院                                       小川 修  
神戸大学医学部                                              藤澤 正人  
鳥取大学医学部                                        武中 篤  
島根大学医学部                                        椎名 浩昭  
山口大学医学部附属病院                                      松山 豪泰  
国立病院機構四国がんセンター              橋根 勝義  
久留米大学医学部                        井川 掌 



九州大学病院                                              江藤 正俊  
原三信病院                                        横溝 晃  
熊本大学医学部                                        神波 大己 
大分大学医学部附属病院 腎臓外科・泌尿器科                  三股 浩光  
宮崎大学医学部附属病院                                 賀本 敏行 
鹿児島大学病院                                              中川 昌之 
北里大学病院                                                 田畑 健一  
群馬大学医学部附属病院                                       鈴木和浩 
群馬県立がんセンター                                         清水信明 
館林厚生病院                                                 中村敏之 
伊勢崎市民病院                                               竹澤 豊 
彦根市立病院                                                 長谷 行洋 
豊郷病院                                                      曽我弘樹 
蘇生会総合病院                                                柴田薫行 
吹田済生会病院                                                中村晃和 
日立総合病院                                                  堤 雅一  
水戸済生会病院                                                宮永直人 
茨城県立中央病院                                              常樂 晃 
ひたちなか総合病院                                            岩崎明郎 
つくばメディカルセンター病院                                  小峯 学 
筑波学園病院                                                 西嶋 由貴子 
茨城西南医療センター                                          末富崇弘 
国際医療福祉大学付属病院                                      内田克紀 
大阪市立大学病院                                              仲谷達也 
北海道がんセンター泌尿器科                                    原林 透 
釧路労災病院                                                  佐々木芳浩 
手稲渓仁会                                                    宮島直人 
苫小牧市立病院                                                杉下圭治 
恵祐会札幌病院                                                谷口明久   
市立札幌病院                                                  田中 博 
函館中央病院                                                  小野武紀 
日鋼記念病院                                                  榎並宣裕 
江別市立病院                                                  佐藤聡秋 
帯広厚生病院                                                  内野秀紀 
市立釧路病院                                                  森田 研 
名寄市立病院                                                  山下孝典 
鳥取赤十字病院泌尿器科                                        小野孝司 
鳥取県立中央病院泌尿器科                                      磯山忠広 
山陰労災病院泌尿器科                                          門脇浩幸 
松江赤十字病院泌尿器・副腎外科                                小海 力 



松江市立病院泌尿器科                                          瀬島健裕 
浜田医療センター泌尿器科                                  盛谷直之 
津山第一病院泌尿器科                                          柳 宏司 
済生会中津病院                                                木山 賢  
順天堂医院                                                    堀江重郎 
順天堂静岡病院                                                藤田和彦 
順天堂浦安病院                                                辻村 晃 
順天堂高齢者医療センター                                      磯部英行 
順天堂練馬病院                                                坂本善郎  
東京大学泌尿器科                                              久米春喜 
奈良県総合医療センター泌尿器科                               影林頼明 
市立奈良病院泌尿器科                                          岡島英二郎 
高井病院泌尿器科                                             原本順規 
大和高田市立病院泌尿器科                                     安川元信 
国保中央病院泌尿器科                                         望月裕司 
済生会中和病院泌尿器科                                       小野隆征 
平尾病院泌尿器科                                              平尾和也 
星ヶ丘総合医療センター泌尿器科                                松本吉弘 
多根総合病院泌尿器科                                          細川幸成 
大阪回生病院泌尿器科                                          田中 雅 
奈良県西和医療センター泌尿器科                                大山信雄 
岡波総合病院泌尿器科                                          藤本 健 
松阪中央病院泌尿器科                                          雄谷剛士 
大和郡山病院泌尿器科                                          福井真二 
神奈川県立がんセンター泌尿器科                                岸田 健 
千葉県がんセンター                                            深沢 賢 
中東遠総合医療センター                                        古瀬 洋 
磐田市立総合病院                                              水野卓爾 
遠州病院                                                      高田三喜  
浜松医療センター                                              永田仁夫 
市立秋田総合病院                                              石田俊哉 
秋田赤十字病院                                                下田直威 
秋田厚生医療センター                                          木津典久 
大曲厚生医療センター                                          熊澤光明 
由利組合総合病院                                              北島正一  
平鹿総合病院                                                  鈴木丈博 
能代厚生医療センター                                          小峰直樹 
東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター                        清田 浩 
東京慈恵会医科大学附属第三病院                               古田 希 
東京慈恵会医科大学附属柏病院                                  三木 淳 



大阪中央病院                                                  関井謙一郎 
黒部市民病院                                                  森井章裕 
済生会富山病院                                                木村仁美 
高岡市民病院                                                  林 典宏 
市立砺波総合病院                                              江川雅之 
上越総合病院                                                  里見定信 
帝京ちば医療センター                                          納谷幸男 
太田西ノ内病院                                                 村上房夫  
竹田綜合病院                                                   細井隆之 
星総合病院                                                     亀岡 浩 
公立藤田総合病院                                              村木 修 
大原綜合病院                                                   吉田純也 
公立相馬総合病院                                               馬目雅彦  
南相馬市立総合病院                                             熊 佳伸 
JCHO 二本松病院                                               中村隆行 
公立岩瀬病院                                                   栁田知彦 
寿泉堂綜合病院                                                 千葉茂寿 
済生会福総合病院                                               鈴木孝行 
枡記念病院                                                     松岡久光 
総合南東北病院                                                 深谷保男 

・ 
[研究の目的]  本邦における希少疾患である精巣腫瘍患者さんの診療情報の登録を行い、

大規模なデータベースを作成し、治療の実際や予後、経過観察の方法を把

握することで適切な治療方法や経過観察方法を明らかにすることを目的と

しています。 
[研究の方法]  
○対象となる患者さん 

2004 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日に、精巣腫瘍（胚細胞腫瘍）に対して手術

を行った患者さんで、手術時に転移がなかったと判断される方を対象とします。 
○利用するカルテ情報 

カルテ情報：診断名、生年月、年齢、性別、腫瘍患側・最大径、反対側の精巣腫瘍の

既往歴、兄弟および父親の精巣腫瘍の既往、停留精巣の既往の有無、術

前情報（術前腫瘍マーカー確認年月日、HCG bHCG LDH AFP 値）、手

術情報（術日）、病理結果（セミノーマ、非セミノーマ、pT 分類、脈管

侵襲、精巣網浸潤）、ステージ 1 診断時の CT 施行日、術後情報（術後

腫瘍マーカー確認年月日 HCG bHCG LDH AFP 値）、術後療法（経過

観察のみ、※術後療法ありの場合→カルボプラチン投与：AUC コース

数、BEP：コース数、その他化学療法：レジメン名とコース数、後腹膜

リンパ節郭清（開腹、腹腔鏡）、放射線照射：照射範囲、傍大動脈領域 

Dogleg その他、照射線量）、再発確認情報（再発確認日、CT、腫瘍マ



ーカー、再発時 IGCCC 分類、再発確認検査の直前の同検査日）転帰情

報（生存：最終確認日、転院：最終来院日、転院先、追跡不可：最終来

院日） 
この研究は、全国で精巣腫瘍患者さんの治療を行っている機関で実施します。上記の

カルテ情報は解析のために、研究代表施設である大阪大学大学院医学系研究科 器官

制御外科学講座（泌尿器科学）に匿名化された状態で電子的配信にて送付されます。 
 

[研究実施期間] 実施許可日～2020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  
北海道大学病院泌尿器科   担当医師 安部 崇重 
電話 011-716-1161     FAX 011-706-7853     


