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（臨床研究に関するお知らせ） 

 

北海道大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科で、咽喉頭がんで経口的切除術を受けた後、通院歴

のある患者さんまたはご家族の方へ 

 
北海道大学病院では、以下の臨床研究を実施しています。ここにご案内するのは、過去の診療情報や検

査データ等を振り返り解析する「後ろ向き観察研究」という臨床研究で、本院の自主臨床研究審査委員会

の承認を受け、病院長の許可のもとに行うものです。すでに存在する情報を利用させて頂く研究ですので、

対象となる患者さんに新たな検査や費用のご負担をお願いするものではありません。また、対象となる方

が特定できないよう、個人情報の保護には十分な注意を払います。 

この研究の対象に該当すると思われた方で、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合やご

質問がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

 
１．研究課題名  

  咽喉頭がんに対する経口的切除の有効性・安全性に関する研究 

 

２．研究実施体制 

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：対馬 那由多 北海道大学病院 耳鼻咽喉科頭頸部外科 助教  

研究代表機関名、研究代表者名・所属：塩谷 彰浩 防衛医科大学校耳鼻咽喉科 教授 

共同研究機関名・研究責任者名：４（５）参加医療機関に記載の通り 

 

３．研究の目的 

近年、咽喉頭がんに対する QOL(Quality of Life: 生活の質)の維持を目的とした低侵襲手術である経口的切

除術が発展してきております。その術式の妥当性を検証するため、大規模多施設研究を行い、経口的切除

術のエビデンスの創出を行い、治療のガイドライン作成を目的とします。ガイドライン作成により、経口

的切除術の普及並びに適応の適正化が進み、適応症例の増加、更なるエビデンスの蓄積により、咽喉頭が

ん症例の予後および QOL 改善への貢献が期待できます。 

 

４．研究の概要 

（１）対象となる患者さん 

  2011 年 1 月から 2016 年 12 月までに当院で咽喉頭がんに対する経口的切除術を受けられた方 

 

（２）利用させて頂く情報 

この研究では患者さんのカルテの診療情報を利用させていただきます。利用させていただく診療情報は

次のようなものです。 

識別情報（生年月日、性別、初診年月日）、既往歴（喫煙、飲酒）、 

原発部位、病理診断、治療前診断情報、手術内容、周術期情報、予後情報など 

 

（３）方法 

  この研究で利用させていただく情報は、厳重に管理された日本頭頸部癌学会の全国多施設悪性腫瘍登

録（HNC プロジェクト）データセンターへ電子的に登録されます。日本頭頸部癌学会では、全国の咽

喉頭がんで経口的切除術を受けた患者さんの情報を集めた上で、患者背景、病理診断、手術内容、周

術期情報などの項目ごとに集計し解析いたします。集計の結果は、学会報告や学術雑誌、日本頭頸部

癌学会のホームページ等などで公に発表されることもあります。 

北海道大学病院では日本頭頸部癌学会と全国の医療機関と協同してこの研究を行っています。 

 

（４）研究期間 

  病院長による実施許可日から２０22 年３月３１日まで 

 

（５）参加医療機関（参加予定を含みます。） 

  本研究の参加医療機関は日本頭頸部癌学会会員が所属する全施設です。参加施設の一覧は、別紙に示

します。 

 



５．個人情報の取扱い 

  利用する情報からは、患者さんを特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑

誌で発表されることもありますが、その際も患者さんの個人情報が公表されることはありません。 

 

６．ご自身の情報が利用されることを望まない場合 

  臨床研究は医学の進歩に欠かせない学術活動ですが、患者さんには、ご自身の診療情報等が利用され

ることを望まない場合、これを拒否する権利があります。その場合は、下記までご連絡ください。研究

対象から除外させて頂きます。なお、研究協力を拒否された場合でも、診療上の不利益を被ることは一

切ありません。 

 

７．問い合わせ先 

  北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目 

  北海道大学病院  耳鼻咽喉科頭頸部外科 担当医師 対馬那由多 

  TEL：011-716-1161 内線 5958 FAX：011-717-7566 

E-mail：tsushima-na@huhp.hokudai.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



別紙 頭頸部悪性腫瘍登録事業 症例登録施設 登録責任医師一覧 
（2016 年症例） 

「日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施」に参加している施設、医師の一覧です。 
 

 施設名 診療科 責任医師名 

1 KKR 札幌医療センター 耳鼻咽喉科 今井良吉 

2 旭川医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 片田彰博 

3 恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科 渡邉昭仁 

 
4 札幌医科大学附属病院 

歯科口腔外科 
耳鼻咽喉科 

宮崎晃亘 
黒瀬   誠 

5 市立釧路総合病院 耳鼻咽喉科 坂下智博 

6 市立札幌病院 耳鼻咽喉科 吉村   理 

7 市立札幌病院 歯科口腔外科 小野貢伸 

 

8 社会医療法人北斗    北斗病院 歯科口腔外科 
耳鼻咽喉科 

坂東伸幸 

9 手稲渓仁会病院 耳鼻咽喉科 古田   康 

10 帯広厚生病院 耳鼻咽喉科 吉岡   巌 

11 北海道がんセンター 頭頸部外科 永橋立望 

 

12 北海道大学病院 口腔外科 足利雄一 
大廣洋一 

13 北海道大学病院 耳鼻咽喉科 水町貴諭 

14 北見赤十字病院 耳鼻咽喉科 和田哲治 

15 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 耳鼻咽喉科 鈴木章之 

16 弘前大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 阿部尚央 

17 岩手医科大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 齋藤大輔 

18 秋田大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 鈴木真輔 

19 宮城県立がんセンター 頭頸部外科 今井隆之 

20 仙台医療センター 耳鼻咽喉科 舘田   勝 

21 東北大学病院 耳鼻咽喉科 小川武則 

 
22 山形県立中央病院 耳鼻咽喉科 

頭頸部外科 
小池修治 

23 山形大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 野田大介 

24 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 耳鼻咽喉科 岡崎   雅 

 

25 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 耳鼻咽喉科 
口腔外科 

今野昭義 
池谷   進 

26 福島県立医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 鈴木政博 



 

27 新潟県立がんセンター新潟病院 頭頸部外科 佐藤雄一郎 

28 新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉科 富樫孝文 

29 長岡赤十字病院 耳鼻咽喉科 富田雅彦 

30 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 耳鼻咽喉科 高橋邦明 

31 筑波大学附属病院 耳鼻咽喉科 中山雅博 

32 済生会宇都宮病院 耳鼻咽喉科 坂本耕二 

33 自治医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 西野   宏 

34 獨協医科大学病院 耳鼻咽喉科 平林秀樹 

35 群馬県立がんセンター 頭頸部外科 鈴木政美 

36 群馬大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 近松一朗 

37 埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部外科 中平光彦 

38 埼玉県立がんセンター 口腔外科 八木原一博 

39 埼玉県立がんセンター 頭頸部外科 別府   武 

40 上尾中央総合病院 耳鼻咽喉科 大崎政海 

41 防衛医科大学校病院 耳鼻咽喉科 冨藤雅之 

42 医療法人鉄蕉会    亀田総合病院 耳鼻咽喉科 岸本誠司 

43 君津中央病院 耳鼻咽喉科 河田佐和子 

44 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科 篠崎   剛 

45 成田赤十字病院 耳鼻咽喉科 根本俊光 

46 千葉県がんセンター 頭頸科 佐々木慶太 

47 千葉大学医学部附属病院 口腔外科 福嶋玲雄 

48 千葉大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 茶薗英明 

 
49 NTT 東日本関東病院 耳鼻咽喉科 中尾一成 

水谷美保 

50 がん研有明病院 頭頸部外科 三谷浩樹 

51 杏林大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 濱ノ上泰裕 

52 公立昭和病院 耳鼻咽喉科 北原伸郎 

53 国際医療福祉大学三田病院 頭頸部外科 三浦弘規 

54 国立がん研究センター中央病院 頭頸部外科 吉本世一 

55 順天堂大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 大峡慎一 

56 昭和大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 櫛橋幸民 

57 帝京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 持木将人 



 

 
58 東京医科歯科大学医学部附属病院 

耳鼻咽喉科 
頭頸部外科 

清川佑介 
野村文敬 

59 東京医科歯科大学歯学部附属病院 顎口腔外科 原田浩之 

60 東京医科大学八王子医療センター 耳鼻咽喉科 近藤貴仁 

61 東京医科大学病院 耳鼻咽喉科 清水   顕 

62 東京慈恵会医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 加藤孝邦 

63 東京慈恵会医科大学附属第三病院 耳鼻咽喉科 波多野   篤 

64 東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 安藤瑞生 

65 東京都済生会中央病院 耳鼻咽喉科 渡部佳弘 

66 東京都立多摩総合医療センター 耳鼻咽喉科 中屋宗雄 

67 東京都立多摩総合医療センター 歯科口腔外科 重松司朗 

 
68 独立行政法人国立病院機構  東京医療センター 耳鼻咽喉科 

口腔外科 
南 修司郎 

69 日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科 横島一彦 

70 練馬光が丘病院 頭頸部外科 小野貴之 

71 横須賀共済病院 耳鼻咽喉科 鈴木一雅 

72 横浜市立大学附属病院 歯科口腔外科 中島英行 

73 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科 折舘伸彦 

74 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科 古川まどか 

75 聖マリアンナ医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 赤澤吉弘 

76 川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科 今西順久 

77 鶴見大学歯学部附属病院 口腔顎顔面外科 長谷部充彦 

78 東海大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 大上研二 

79 北里大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 宮本俊輔 

80 済生会横浜市南部病院 耳鼻咽喉科 藤井良一 

81 信州大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 鬼頭良輔 

82 山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 芦澤   圭 

83 聖隷浜松病院 耳鼻咽喉科 袴田   桂 

84 静岡がんセンター 頭頸部外科 飯田善幸 

85 浜松医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 望月大極 

86 静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科 川崎泰士 

87 富山大学附属病院 耳鼻咽喉科 石田正幸 

88 金沢医科大学病院 頭頸部外科 下出祐造 



 

89 金沢大学付属病院 耳鼻咽喉科 上野貴雄 

90 岐阜大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 水田啓介 

91 愛知県がんセンター 頭頸部外科 長谷川泰久 

92 中部ろうさい病院 耳鼻咽喉科 佐野   塁 

93 藤田保健衛生大学病院 耳鼻咽喉科 加藤久幸 

94 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科 白水敬昌 

95 名古屋市立大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 伊地知   圭 

96 名古屋大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 藤本保志 

97 名古屋第一赤十字病院 耳鼻咽喉科 寺田聡広 

98 福井大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 成田憲彦 

99 滋賀医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 神前英明 

100 草津総合病院 頭頸部外科 森谷季吉 

101 大津赤十字病院 耳鼻咽喉科 牛呂図幸司 

102 滋賀県立成人病センター 耳鼻咽喉科 牛呂幸司 

103 伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科 山田弘之 

104 三重大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 石永   一 

105 京都医療センター 耳鼻咽喉科 安里   亮 

106 京都大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 伊木健浩 

107 京都第一赤十字病院 耳鼻咽喉科 為野仁輔 

108 京都第二赤十字病院 耳鼻咽喉科 越知康子 

 
109 京都府立医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 中野   宏 

新井啓仁 

110 近畿大学医学部奈良病院 耳鼻咽喉科 澤西和恵 

111 市立奈良病院 耳鼻いんこう科 岡本英之 

 
112 奈良県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 

口腔外科 
太田一郎 

113 りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉科 硲田猛真 

114 近畿大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 北野睦三 

115 市立岸和田市民病院 耳鼻咽喉科 梶川   泰 

116 大阪医科大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 東野正明 

117 大阪市立総合医療センター 耳鼻咽喉科 愛場庸雅 

118 大阪市立大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 井口広義 

119 大阪赤十字病院 耳鼻咽喉科 渡邉佳紀 

120 大阪府済生会中津病院 耳鼻咽喉科 西川周治 



 

121 大阪府立急性期総合医療センター 耳鼻咽喉科 竹中幸則 

122 大阪府立成人病センター 耳鼻咽喉科 藤井   隆 

123 天理よろづ相談所病院 耳鼻咽喉科 庄司和彦 

124 関西医科大学附属枚方病院 耳鼻咽喉科 藤澤琢郎 

125 大阪大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 鈴木基之 

126 日本赤十字社和歌山医療センター 耳鼻咽喉科 本多啓吾 

 
127 和歌山県立医科大学附属病院 

耳鼻咽喉科 
口腔外科 

 

山内一真 

128 関西労災病院 耳鼻咽喉科 赤埴詩朗 

129 神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科 竹林慎治 

130 神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 大月直樹 

131 兵庫医科大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 寺田友紀 

132 兵庫県立尼崎総合医療センター 耳鼻咽喉科 隈部洋平 

133 姫路赤十字病院 耳鼻咽喉科 牧野琢丸 

134 鳥取大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 藤原和典 

135 倉敷中央病院 耳鼻咽喉科 玉木久信 

136 岡山大学病院 耳鼻咽喉科 牧野図琢丸 

137 香川県立中央病院 耳鼻咽喉科 平田裕二 

138 香川大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 岸野毅日人 

139 徳島大学病院 耳鼻咽喉科 阿部晃治 

 
140 島根大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 清水保彦 

青井典明 

141 呉医療センター・中国がんセンター 耳鼻咽喉科 西   康行 

142 広島市立広島市民病院 耳鼻咽喉科 皆木正人 

143 広島赤十字・原爆病院 耳鼻咽喉科 平川治男 

144 広島大学病院 耳鼻咽喉科 上田   勉 

145 市立三次中央病院 耳鼻咽喉科 永澤   昌 

146 福山市民病院 耳鼻咽喉科 山下安彦 

147 愛媛県立中央病院 耳鼻咽喉科 富所雄一 

148 愛媛大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 三谷壮平 

 

149 
 
四国がんセンター 

 
頭頸部外科 

花川浩之 
門田伸也 
橋本香里 

150 高知医療センター 耳鼻咽喉科 小桜謙一 



 

151 高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 兵頭政光 

152 山口大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 廣瀬敬信 

153 山口県立総合医療センター 耳鼻咽喉科 竹本剛 

154 久留米大学病院 耳鼻咽喉科 小野剛治 

155 九州がんセンター 頭頸科 益田宗幸 

156 九州大学病院 耳鼻咽喉科 安松隆治 

157 国立病院機構    九州医療センター 耳鼻咽喉科 瓜生英興 

158 産業医科大学病院 耳鼻咽喉科 若杉哲郎 

159 地域医療機能推進機構    九州病院 耳鼻咽喉科 松尾美央子 

160 浜の町病院 耳鼻咽喉科 橋本和樹 

161 福岡大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 末田尚之 

162 福岡大学 歯科口腔外科 近藤誠二 

163 平成紫川会小倉記念病院 耳鼻咽喉科 玉木久信 

164 福岡歯科大学 口腔外科 平木昭光 

165 飯塚病院 耳鼻咽喉科 麻生丈一朗 

166 大分大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 平野   隆 

167 佐賀大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 倉富勇一郎 

168 佐世保共済病院 耳鼻咽喉科 田浦政彦 

169 佐世保市立総合病院 耳鼻咽喉科 安達朝幸 

170 長崎医療センター 耳鼻咽喉科 田中藤信 

171 長崎大学病院 耳鼻咽喉科 金子賢一 

 
172 熊本大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科 児玉晴香 

宮丸悟 

173 国立病院機構鹿児島医療センター 耳鼻咽喉科 松崎   勉 

174 鹿児島市立病院 耳鼻咽喉科 花牟禮   豊 

 
 

175 

 

鹿児島大学病院 

 

耳鼻咽喉科 
宮 下 圭 一 

川 畠 雅 樹 
原田みずえ 

176 沖縄県立中部病院 耳鼻咽喉科 須藤   敏 

177 琉球大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 又吉   宣 
 

注▶   複数の責任医師在籍施設では、2017 年後半に症例登録をされた医師を主として掲載していますが、既に異動されている場合もあります。 

また異動によって、表記上は２つの施設で責任医師となられている場合もあります。 耳鼻咽喉科と歯科口腔外科を共同１施設として登録

している施設では、両者または症例登録をした科の医師を掲載しています。 耳鼻咽喉科・頭頸部外科を標榜している施設で、便宜上耳鼻

咽喉科と表示している施設もあります。 

 


