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同意の取得について： 

  人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（2014 年 12 月 22 日）第

12 の 1（2）イの規定により、研究者等は、被験者からインフォームド・

コンセント（説明と同意）を受けることを必ずしも要しないと定められて

おります。そのため今回の研究では患者さんから同意取得はせず、その代

りに対象となる患者さんへ向けホームページで情報を公開しております。

以下、研究の概要を記載しておりますので、本研究の対象となる患者さん

で、ご自身の情報は利用しないでほしい等のご要望がございましたら、大

変お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 研究課題名： 

難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出を目的とする多施設共同

観察研究 Japan Rare/Intractable Adrenal Diseases Study (JRAS) 

 

【研究責任者】  

  順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科  後藤 広昌 

【研究分担者】 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科 

綿田 裕孝、佐藤 博亮、金澤 昭雄、内田 豊義、佐藤 淳子、鈴木 路可 

西尾 理恵 

 

 研究の意義と目的： 

副腎疾患は腫瘍性病変としての病態に加えて、副腎から過剰に産生される

副腎ホルモンによる全身的な影響によって診療に難渋することも少なから

ずあります。この疾患はもともと比較的頻度の少ない疾患である為に、単一

の医療施設での研究だけでは疾患の診断と治療の質向上に必要な病因・病態

の解明や費用対効果に見合った適切な診断・治療方法の検証が必ずしも思う

ように進まず経過していました。そこで本研究では当院糖尿病・内分泌内科

で副腎疾患と確定診断された患者さんの臨床診断に至るまでの問診情報、血

液検査データ、画像診断データ、診断後の長期的な臨床経過を抽出し、本邦

及びアジア地域の主要な医療機関と多施設共同で副腎疾患のデータベース

を構築します。多施設共同研究によって単一施設のみでは得ることが難しい

豊富な症例数を含有するデータベースを作ることで、副腎疾患の診断や治療

に直結する知見を創出し、長期的予後と費用対効果に基づいた診療・治療方

法の検証を目指しています。本研究成果により将来の副腎疾患の診断・治療

の進歩に貢献できる可能性があります。 

 

 観察研究の方法と対象：  

本研究の対象となる患者さんは、2006 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月

31 日までの間に当院糖尿病・内分泌内科に通院し、以下に挙げる副腎疾患； 

原発性アルドステロン症（PA）、褐色細胞腫（PHEO）、クッシング症候



群（CS）,サブクリニカルクッシング症候群（SCS）、ACTH 非依存性大結

節性副腎皮質過形成（AIMAH）、副腎癌（ACC: Adrenocortical cancer）

の方および対照疾患としての非機能性副腎腫瘍（Non-functioning 

adenoma: NFA）、本態性高血圧症（EH: Essential hypertension）と診

断された方 

です。 

 

研究に用いる試料・情報の種類： 

被験者の臨床診断及び治療に際して、以下の施行される可能性のある観察、

診察および検査を抽出し、この研究のデータとして活用します。 

①  被験者基本情報： 

年齢、性別、自覚症状、高血圧症の罹病期間、家族歴、既往歴、併存疾

患 

飲酒及び喫煙歴、服用中の薬剤、身長・体重、血圧（収縮期圧、拡張期

圧）、脈拍 

② 検査項目： 

・採血条件（随時 or 空腹/坐位 or 臥位） 

・血液／尿検査： アルドステロン（PAC）、レニン活性（PRA）、PAC/PRA

比、血中・尿中アドレナリン、血中・尿中ノルアドレナリン、血中・尿中ド

パミン、尿中メタネフリン、尿中ノルメタネフリン、インタクト PTH、カル

シトニン、ACTH、血中・尿中コルチゾール、DHEA-S、血清 Na、K、Cl、

BUN、Cr、UA 濃度 

・内分泌負荷試験：カプトプリル試験、生食負荷試験、フロセミド立位試験、

経口食塩負荷試験、迅速 ACTH 試験 

③ 特殊検査： 

・CT スキャン所見（腫瘍の有無、局在）、CT 造影剤の有無、MRI 所見 

・副腎シンチグラフィ所見（デキサメタゾン抑制前処置の有無） 

・副腎静脈サンプリングの実施方法、および判定結果 

④ 腫瘍摘出術時の肉眼所見 

⑤ 摘出病理組織所見 （CYP11B1,B2 などの免疫組織染色を含みます） 

国内の共同研究施設へ 未染色病理検体を送付して検討を行います。 

⑥ 内科的薬物治療における処方内容 

⑦ 臓器障害の判定指標：腎機能、胸部レントゲン所見、心電図所見 

⑧ 追跡解析： 

（初回診断後）6 ヶ月、1 年、３年、５年後の患者さんの基本情報、実施さ

れた検査結果 

⑨ 医療費に関するレセプト情報 

 

外部への試料・情報の提供 

副腎未染色病理検体については、個人を特定できない形式に記号化した番号に

より管理され、研究事務局（国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター 

臨床研究企画運営部）に郵送で提出しますが、あなたからの情報は適切に取扱い、

厳重に管理をします。 

なお、この研究で得られた検体やデータは、研究終了後にはすべて廃棄いたしま

す。その際も、個人が特定されることがないよう十分に配慮いたします。 



 研究解析期間： 承認日～西暦 20２６年３月 31 日 

 

 被験者の保護： 

  本研究に関係するすべての研究者は、ヘルシンキ宣言(2013 年 10 月 

WMA フォルタレザ総会[ブラジル]で修正版)及び人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針(2014 年 12 月 22 日)に従って本研究を実施します。 

 

 個人情報の保護：  

患者さんの情報は、個人を特定できる情報とは切り離した上で使用します。 

  また、研究成果を学会や学術雑誌で発表されますが、患者さん個人を特定   

できる個人情報は含みません。 

 

 利益相反について：  

  この研究は、公的な資金（日本医療研究開発機構(AMED)研究費「研究課題

名 ： 難 治 性 副 腎 疾 患 の 診 療 に 直 結 す る エ ビ デ ン ス 創 出 Japan 

Rare/Intractable Adrenal Diseases Study (JRAS)」）で賄われており、

特定の企業からの資金の提供は受けておりません。当施設では自己資金に

よって研究を行います。また、この研究に係る全ての研究者およびその配偶

者などの家族は、本研究に関連する特定の企業等との間に金銭的利害関係、

雇用関係は一切ありません。従いまして研究者が企業から独立して計画し

て実施しており、研究結果および解析等に影響を及ぼすことはありません。

この研究の研究責任者および研究者は、「順天堂大学利益相反マネジメント

規程」および「人を対象とする医学系研究に係る利益相反に関する標準業務

手順書」に従って、順天堂医院医学系研究利益相反マネジメント委員会に必

要事項を申請し、その審査を受けています。研究は、保険診療内の診察・検

査によって実施しておりますので、外部の企業等からの資金の提供は受け

ておらず、研究者が企業等から独立して計画し実施するものです。従いまし

て、研究結果および解析等に影響を及ぼすことはありません。また、本研究

の責任医師および分担医師には開示すべき利益相反はありません。 

 

データの二次利用について 

 現時点では計画・予想されていないものの、将来、非常に重要な検討が必要と

なるような場合、この研究のために集めたデータを別の研究に利用する場合が

あります。この研究に参加される際に受けられた説明の目的・項目の範囲を超え

て、将来データを利用させていただく場合は、倫理審査委員会の審査を受けて承

認を得たうえで、本学のホームページ内でお知らせいたします。 
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お問い合わせ先：  

本研究に関するご質問がありましたら下記の連絡先までお問い合わせくださ

い。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護に支障

が無い範囲内で、研究計画書および関連資料を閲覧することができますのでお

申し出ください。 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者

さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象者としませんので、

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不利益が生じる

ことは有りません。 

 



お問い合わせ先：  

  順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科 

  電話：03-3813-3111 (内線) 3562 

  研究担当者：後藤 広昌 

 

 


