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救急科および内科Ⅰ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]新型コロナウイルス感染症の病態理解と治療法検討のための多施設共同研究 
 
[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] 早川 峰司 北海道大学病院 救急科・准教授・科長  
 
[研究代表機関名・研究代表者名・所属]  
日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科 氏名  田上 隆 
所属・職名: 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科・講師 
  
[共同研究機関名・研究責任者名] 
 全体の研究体制 
 研究代表者： 
氏名  田上 隆            
所属・職名: 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科・講師         
役割分担：研究代表者              
 
 共同研究者 (研究運営委員)： 
氏名 山川 一馬            
所属・職名: 大阪医科大学付属病院 救急医療部・准教授         
役割分担：研究運営             
 
氏名 小倉 崇以            
所属・職名: 済生会宇都宮病院 救急・集中治療科・部長       
役割分担：研究運営             
 
氏名 遠藤 彰            
所属・職名: 東京医科歯科大学医学部付属病院 救命救急センター・助教      
役割分担：研究運営             
 



 

氏名 平山 敦            
所属・職名: 大阪大学医学系研究科 公衆衛生学教室・招聘教員      
役割分担：研究運営             
 
氏名 早川 峰司            
所属・職名: 北海道大学病院 救急科・講師        
役割分担：研究運営             

 
 研究アドバイザー 
氏名 康永 秀生            
所属・職名: 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学・教授      
役割分担：研究デザイン・統計解析助言              
 
3) 個人情報管理者（ヒトゲノム・遺伝子解析研究では必須） 
氏名 田上 隆                
所属・職名 救命救急科・講師          
 
 研究参加病院 

 
施設名日本語表記 代表者氏名 

1 日本医科大学武蔵小杉病院 田上 隆 
2 名古屋大学医学部附属病院 春日井 大介 
3 兵庫県立淡路医療センター  小平 博 
4 福岡大学病院 星野 耕大 
5 関西医科大学総合医療センター 丸山修平 
6 順天堂大学医学部付属順天堂医院 松下靖志 
7 国立成育医療研究センター 天笠 俊介 
8 慶應義塾大学医学部 山元良 
9 都立墨東病院  柴橋 慶多 

10 日本医科大学付属病院  瀧口 徹 
11 鹿児島市立病院 下野 謙慎 
12 千葉大学医学部附属病院 東晶子 
13 花と森の東京病院 高山 泰広 
14 市立札幌病院 森木 耕陽 
15 さいたま赤十字病院 早川 桂 
16 大阪急性期・総合医療センター 中井俊宏 
17 札幌医科大学附属病院  中山 龍一 
18 順天堂大学医学部附属練馬病院 小松孝行 
19 東北大学病院 岩崎夢大 
20 河北総合病院 鈴木茂利雄 
21 広島大学病院 京 道人 



 

22 防衛医科大学校病院  山田 浩平 
23 大阪医科大学 山川一馬 
24 東京医科大学病院 下山 京一郎 
25 東京大学医学部附属病院 宮本佳尚 
26 横浜市立大学附属病院 中嶋 賢人 
27 日立総合病院 橋本英樹 
28 日本医科大学千葉北総病院 岡田 一宏 
29 東京臨海病院 坂本 和嘉子 
30 岐阜大学医学部附属病院 小倉真治 
31 市立旭川病院 丹保亜希仁 
32 練馬光が丘病院 片岡 惇 
33 信州大学医学部附属病院 上條 泰 
34 順天堂大学医学部附属浦安病院 石原 唯史 
35 自治医科大学附属さいたま医療センター 柏浦正広 
36 北海道大学病院 早川峰司 
37 KKR 札幌医療センター 山根 真央 
38 済生会横浜市東部病院 青木 誠 
39 東京医科歯科大学 遠藤 彰 
40 九州医療センター 野田 英一郎 
41 松戸市立総合医療センター  八木 雅幸 
42 日本医科大学多摩永山病院 田中知恵  
43 東京都立多摩総合医療センター 松吉 健夫 
44 佐賀大学医学部附属病院 三池 徹 
45 さいたま市立病院 萩原 純 
46 奈良県立医科大学病院 福島英賢 
47 日本赤十字社医療センター 牧  賢郎 
48 藤田医科大学 中村智之 
49 君津中央病院 島居 傑 
50 横浜市立みなと赤十字病院 梨木栄作 
51 済生会宇都宮病院 小倉 崇以 
52 筑波大学附属病院 榎本 有希 
53 愛媛大学医学部附属病院 佐藤格夫 
54 大阪府済生会千里病院 福田将啓 
55 荒尾市民病院 松園 幸雅 
56 都立広尾病院 中島 幹男 
57 前橋赤十字病院 生塩 典敬 
58 東海大学医学部付属病院 青木 弘道  
59 災害医療センター 高田 浩明 
60 大阪市立総合医療センター 孫 麗香 
61 自治医科大学附属病院 鈴木 潤 



 

62 大阪市立大学医学部附属病院 出口 亮 
63 東京女子医科大学病院 武田宗和 
64 成田赤十字病院 立石順久 
65 都立駒込病院 藤原 翔 
66 相模原協同病院 山本倫子 
67 いわき市医療センター 小山 敦 
68 東京都済生会中央病院 増澤 佑哉 
69 沖縄県立南部医療センター 梅村 武寛 

 
[研究の目的]  
本邦での新型コロナウイルス感染症症例のデータベースを構築し、未解明研究課題を早急

に解決すること。 
 
[研究の方法]  
○対象となる患者さん 

新型コロナウイルス感染症の患者さんで、令和 2 年 1 月 1 日以降 9 月 30 日までに、

当院へ入院した方 
○利用するカルテ情報 

年齢、性別、血圧値、脈拍値、治療薬、血液検査データ（肝機能、凝固系指標等）、

医療費 
この研究は、新型コロナウイルス感染症の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、全国的なデータの解析のために日本医科大学武蔵小杉病院

に、電子的配信で送付します。 
 

[研究実施期間] 
 2020年8月15日～2022年7月31日（データ収集期間：2020年1月1日～2020年9月30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  
北海道大学病院救急科   担当医師 田原 就 
電話 011-706-7377  FAX  011-706-7378 


