
 

 
過去に通院又は入院された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およ

び研究用に保管された検体を用いて行います。このような研究は、「人を対象とする生命科

学・医学系研究に関する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第

１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、以下の連絡先へご照会ください。 
 
[研究課題名] 性索間質性精巣腫瘍の長期予後・病理標本アーカイブズの構築に関する 

多機関後ろ向き共同研究 

 

[研究の目的] 希少疾患であるセルトリ細胞腫、ライディッヒ細胞腫、顆粒膜細胞腫を代

表とする性索間質性精巣腫瘍の患者さんの手術検体および診療情報をご提供

いただき、性索間質性精巣腫瘍の病理学的特徴、臨床的特徴、治療成績や予

後を集積し今後の診断精度の向上に役立て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 
性索間質性精巣腫瘍の患者さんで、各機関の調査可能開始年から 2021年 12月 31日の間
に精巣摘除術・精巣部分切除術・腫瘍核出術を受けた方 
○利用する検体・情報 
検体：手術を行った際の組織検体 
情報： 
① 対象者基本情報：年齢、性別、診断名、既往歴、発見の契機、随伴症状、採血

結果（腫瘍マーカー、性ホルモン値等）、治療経過、手術日、手術の内容、化学

療法実施の有無、実施症例に関しては化学療法の内容、放射線療法の実施の有

無、実施症例に関しては放射線治療の内容 
② 画像検査所見（CT画像、MRI画像） 
③ 病理結果（前述の如くWEBベースでの利用を想定した病理アーカイブズの作

成も行う） 
④ 経過中の採血結果（腫瘍マーカー、性ホルモン値等） 
⑤ 再発の有無、再発部位、再発時期、再発時の治療内容 
⑥ 最終転帰 

〇送付方法 
この研究は、下記の研究機関で実施します。上記の検体は、中央病理解析のため、病

理研究事務局である愛知医科大学病院病理診断科（責任者：都築豊徳）、防衛医科大学

校病院検査部（責任者：宮居弘輔）に送付します。上記のカルテ情報は、研究事務局で

ある北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室（責任者：安部崇重）に電子的



 

配信で送付します。 
 

[研究実施期間] 実施許可日～2025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・検体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。 
 

[研究代表機関名・研究代表者名・所属]  

北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室  安部 崇重 

 
[共同研究機関名・研究責任者名・機関長名] 

№ 共同研究機関 研究責任者 機関長名 

1 北海道大学医学研究科腎泌尿器外科 安部 崇重 渥美 達也 

2 神奈川県立がんセンター 岸田 健 古瀬 純司 

3 市立秋田総合病院 石田 俊哉 伊藤 誠司 

4 国際医療福祉大学病院  内田 克紀 鈴木 裕 

5 みなと医療生活協同組合 協立総合病院 日比 初紀 飯田 邦夫 

6 社会保険 田川病院 矢野 雄太 黒松 肇 

7 石川県立中央病院 浦田 聡子 岡田 俊英 

8 国立病院機構熊本医療センター  菊川 浩明 高橋 毅 

9 横浜市立大学附属市民総合医療センター 湯村 寧 榊原 秀也 

10 群馬県立がんセンター 蓮見 勝 鹿沼 達哉 

11 平塚共済病院 宇田川 幸一 稲瀬 直彦 

12 社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院 西松 寛明 平野 美和 

13 岩手医科大学附属病院 小原 航 小笠原 邦昭 

14 愛媛大学医学部附属病院 菊川 忠彦 杉山 隆 

15 岐阜市民病院 米田 尚生 冨田 栄一 

16 九州大学 （形態機能病理学） 孝橋 賢一 中村 雅史 

17 がんセンター新潟病院 小林 和博 佐藤 信昭 

18 藤田医科大学 高原 健 白木 良一 

19 JCHO中京病院 辻 克和 後藤 百万 

20 労働者健康安全機構 関東労災病院 武内 巧  根本 繁 



 

21 市立札幌病院 三浪 圭太 西川 秀司 

22 三重大学医学部附属病院  井上 貴博 池田 智明 

23 国立病院機構 仙台医療センター 齋藤 英郎 上之原 広司 

24 宮崎県立宮崎病院 黒岩 顕太郎 嶋本 富博 

25 獨協医科大学埼玉医療センター 斎藤 一隆 奥田 泰久 

26 滋賀医科大学医学部附属病院 吉田 哲也 田中 俊宏 

27 JA静岡厚生連 遠州病院 海野 智之 大石 強  

28 兵庫県立西宮病院 岸川 英史 野口 眞三郎 

29 大分大学医学部 秦 聡孝 杉尾 賢二 

30 京都市立病院 清川 岳彦 黒田 啓史 

31 大阪済生会 野江病院 河 源 福田 和彦 

32 長野市民病院 加藤 晴朗 池田 宇一 

33 県立尼崎総合医療センター 山田 裕二 平家 俊男 

34 埼玉県立がんセンター 影山 幸雄 影山 幸雄 

35 防衛医科大学校 伊藤 敬一 塩谷彰浩 

36 帝京大学医学部 金子 智之 川村 雅文 

37 東京大学医学部附属病院 田口 慧 瀬戸 泰之 

38 兵庫医科大学病院 山本 新吾 野口 光一 

39 宮崎大学 向井 尚一郎 帖佐 悦男 

40 山梨大学医学部附属病院 三井 貴彦 榎本 信幸 

41 弘前大学医学部附属病院 畠山 真吾 大山 力 

42 名古屋市立大学病院 内木 拓 間瀬 光人 

43 北海道済生会小樽病院 堀田 浩貴 和田 卓郎 

44 札幌医科大学附属病院 前鼻 健志 土橋 和文 

45 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 小林 一樹 長堀 薫 

46 公益財団法人がん研究会有明病院 湯浅 健 佐野 武 

47 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 古林 伸紀 藤也 寸志 

48 筑波大学附属病院 河原 貴史 原 晃 

49 関西医科大学附属病院 齊藤 亮一 松田 公志 

50 岩手県立胆沢病院 米田 真也 勝又 宇一郎 

51 徳島大学病院 大豆本 圭 香美 祥二 

52 東京慈恵会医科大学附属病院 木村 高弘 小島 博己 

53 山口大学医学部附属病院 松本 洋明 杉野 法広 

54 網走厚生病院 望月 端吾 中野 詩郎 

55 JCHO仙台病院 泉 秀明 村上 栄一 

56 友愛記念病院 阿部 英行 加藤 奨一 

57 岩見沢市立総合病院 片野 英典 小倉 滋明 

58 九州大学病院（泌尿器科） 柏木 英志 中村 雅史 

59 国立がん研究センター中央病院 松井 喜之 島田 和明 



 

60 京都大学医学部附属病院 小林 恭 宮本 享 

61 国立大学法人 浜松医科大学 三宅 秀明  今野  弘之 

62 秋田大学医学部附属病院 成田 伸太郎 南谷 佳弘 

63 大阪公立大学 加藤 実 中村 博亮 

64 愛知医科大学病院 佐々 直人 道勇 学 

65 気仙沼市立病院 竹本 淳 横田 憲一 

66 手稲渓仁会病院 柏木 明 古田 康 

67 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 橋根 勝義 山下 素弘 

68 八戸市立市民病院 佐藤 真彦 三浦 一章 

69 北海道がんセンター 原林 透 加藤 秀則 

70 国立病院機構 水戸医療センター 飯沼 昌宏 米野 琢哉 

71 国立大学法人富山大学附属病院 北村 寛 林 篤志 

72 東北大学病院 山下 慎一 冨永 悌二 

73 長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院  鈴木   尚徳 宮下 俊彦 

74 宮城県立こども病院 坂井 清英 今泉 益栄 

75 刈谷豊田総合病院 成田 知弥 田中 守嗣 

76 結城病院 瑞木 亨 大木  準 

 

(兵庫医科大学の相談窓口) 

兵庫医科大学病院 泌尿器科学 

担当者:山本 新吾 

電話番号:0798-45-6366  

ファックス番号:0798-45-6366  

   


