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新医学系指針対応 「情報公開文書」
当院 では虚血 性 心 疾 患 に関す る研究 を行 つて います 。
研究課題名「 日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者 における危険因子管理 と心血管アウ トカ
ムに関する後 ろ向きコホー ト研究」

1.研 究 の対 象
20歳 以上の 2型 糖尿病で 2005年

1月 以降に冠動脈疾患 と診断 された方

2.研 究背景・ 目的 出方法
心血管疾患は 日本人における主要な死 亡原因 で あ り主要疾患中最大の医療費 を要 して
います。血 糖や 血圧 、コ レステ ロール な どを低下 させ る こ とは心血管疾患予 防 に有効で
あ り、各 々の値が低 い程 、心血管疾患発症の予防効果 が高 いとい う報告が多数 あ ります。
しか しこれ らのデー タは全て欧米の研究 を元 に した ものであ り、我 々 日本人のデー タは
少な いです。
この研究は、日本人の虚血性心疾患患者 さんの最適な治療方法を確立することを目的 とし
ています。
対象患者さんを本試験 へ登録 し、通常の診察および治療記録よ り、下記 3.の 検査等デー タ
を半年毎に観察 していきます。
研究期間

:2020年

6月 8日 〜 2024年 3月

31日

3.研 究 に用 い る試料・ 情報 の種類
(研 究登録時)生 年月 日、性別、身体所見、喫煙、糖尿病等の既往歴、冠動脈造影所見、

心 エコー 所見、治療薬、血液検査値等
(研 究観察時)通 院状況、来院日、身体所見、治療薬、血液検査値、イベ ン ト内容等

4.研 究に伴 う研究対象者への負担 出不利益
通常の診療 を行 うだ けなので患者様の金銭的な負担 は一切生 じません。この研究のため
の検査や投薬は一切行 いません 。したが って研究 を行 うこ とに伴 う副作用等の増加 はあ
りません。

5.外 部 へ の試料

山情報 の提 供

登録 された患者 さんデー タは、個人が特定 されないよ うに当施設で対応表を作成 し匿名化
を行な います。匿名化 されたデータは、REDCapシ ステム上の電子症例報告書 (eCRF)に 入力、
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琉球大学のサーパーで保管されます。琉球大学でデー タを確定後、解析のため臨床評価研
究所へ電子 メール (特 定の関係者以外がアクセスで きない状態)で 提供されます。対応表
は当施設の研究責任者が厳重に保管 日管理を行 います。また琉球大学では主任研究者が、
臨床評価研究所では責任者が厳重にデータ管理 口保管を行 います。
本研究は将来の臨床試験実施において研究計画作成や症例集積性の予測などに活用する予
定ですが、 この研究のために取集 したデータは、調査研究以外の目的で使用され る ことは
ございません。

6.研 究組織
琉球大学病院 (大 屋祐輔)、 佐賀大学医学部附属病院 (野 出孝―)、 豊見城中央病院 (新
崎修 )、 南部徳洲会病院

(川

満克紀)、 沖縄赤十字病院 (新 里譲)、 ちばなク リニ ック

(仲

田清剛)、 与那原中央病院 (山 里将―朗)、 南部医療 センター (営 真隆)、 大道中央病院
(山 本明)、

広島大学医学部附属病院 (東 幸仁)、 徳島大学医学部附属病院 (佐 田政隆)、

島根大学医学部附属病院 (石 橋豊)、 自治医科大学 さいたま医療センター (百 村伸 ―)、
慶応義塾大学病院 (香 坂俊 )、 大阪液済会病院

(田

口晴之)、 唐津赤十字病院 (橋 本重正)、

佐賀県医療センター好生館 (吉 田敬規 )、 嬉野医療セ ンター (下 村光洋)、 牧港中央病院
(上 地洋 一)、

福岡県済生会二 日市病院 (門 上俊明)、 大阪市立総合医療センター (小 松

龍士)、 佐賀記念病院 (内 田康文)、 白石共立病院 (白 石良)、 南部病院 (新 崎修 )、 広
島赤十字 H原 爆病院 (加 世田俊―)、 柿原記念病院 (高 見澤格)、 済生会熊本病院 (坂 本
知浩)、 福岡青洲会病院 (成 田純任)、 福岡和 白病院 (芹 川威)、 国立病院機構佐賀病院
(尾 関伸 ―郎 )、 首里城下町ク リニ ック第 一 日
第二 (田 名毅、比嘉啓)、 屋宜内科医院 (屋
宣宣治)、 沖縄協 同病院 (山 内昌喜)、 おもろまちメディカルセンター (城 間健治)、 松
岡医院 (松 岡満照 )、 ひがハー トク リニ ック (比 嘉耕 ―)、 沖縄県立中部病院 (和 氣稔)、
沖縄第一病院 (安 谷屋茂男)、 みなみ しまク リニ ック (島 袋毅)、 沖縄 メディカル病院 (大
山朝賢)、 かでな内科医院 (嘉 手納成之)、 吉ク リニ ック (吉 晋―郎)、 嶺井第一病院 (大
城隆)、 こくら台ハー トク リエ ック (大 城康彦)、 田仲医院 (田 仲秀明)、 浦添総合病院
(上 原裕規)、

てるきな内科 胃腸科医院 (照 喜名重順 )、 ともり内科循環器科 (友 利正行)、

ちゅうざん病院

(田

中正一)、 那覇市立病院 (間 仁田守 )、 海邦病院 (富 名腰徹 )、 西崎

嘉栄勝)、 中部協同病院 (与 儀洋和)、 おおうらク リニ ック (大 浦孝)、 すなが
わ内科ク リニ ック (砂 川博司)、 はた内科クリニ ック (畑 芳夫)、 福岡大学筑紫病院 (浦
病院

(名

田秀則)、 北部地区医師会病院 (産 田欣也)、 大嶺医院 (大 嶺雅亮)、 高知大学医学部附
属病院 (北 岡裕章 )、 鹿児島大学病院 (大 石充)、 中通総合病院

(角 南由紀子 )、

天陽会

中央病院 (高 岡順 ―郎)〜 鹿児島医療センター (片 岡哲郎 )、 ハー トライフ病院 (興 座 ―)、
大浜第一病院 (前 田武俊)、 福島県立医科大学 (島 袋充生)、 東京医科大学 (椎 名―紀)、
伊万里有田共立病院 (松 永和雄)、 獨協医科大学 日光医療センター (安 隆則)、 中部徳洲
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R広 島病院 (寺 川宏樹)、 昭和大学病院 (木 庭新治)、 広島心臓
会病院 (比 嘉健 ―郎)、 」
血管ク リエ ック (木 村祐之)、 北里大学病院 (阿 古潤哉)、 宮崎市郡医師会病院 (柴 田剛
徳)

7.お 問 い合わせ先
本研究に関する ご質問等が あ りま した ら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、
研究計画書及び関連資料を聞覧する ことが出来ますのでお申出下さい。
また、本研究の対象と思われる患者 さまで、情報等が当該研究に用いられる ことにご了
承 いただ けない場合は研究対象 としませんので、下記の連絡先までお申し出 ください。そ
の場合でも患者 さんに何 ら不利益が生 じることはございません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先
研究責任者

:

沖縄 県立 中部病院

循環器 内科

和気

稔

住 所 :沖 縄 県 うるま市宮里 281
電話番号

:098‑973‑4111

研究代表者

:

琉球大学大学院医学研究科臨床薬理講座 植田 真―郎

