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同意の取得について： 

 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： 

小児小腸バルーン内視鏡に関する実態調査：治療内視鏡・腹部術後内視鏡の

有効性と安全性 

  

当院における実施体制 

 研究責任者：小児科・思春期科 工藤 孝広 

 研究分担者：小児科・思春期科 清水 俊明、神保 圭佑 

 

研究の意義と目的： 

小腸病変に対する検査は、2000 年にカプセル内視鏡が、2001 年にはバル

ーン内視鏡が開発され、成人分野では小腸疾患の診断率の向上や治療適応の

拡大に寄与しており、小腸バルーン内視鏡の偶発症の発生率は 1.2%であっ

たと報告されています。さらに小児領域でも小腸バルーン内視鏡の有用性が

報告されており、手術などを必要としない偶発症発生が 5.2%であったと報

告されています。このように今後、小児分野にも拡大してくる検査と考えら

れたため、小児における検査適応や有用性、安全性についての検討が必要と

され、2019 年には本邦で多施設共同の研究において小腸バルーン内視鏡の

安全性について報告されました。96 件中 2 件（2.1%）の有害事象でした。

今回は、小腸バルーン内視鏡の実施調査に加え、治療内視鏡、腹部術後腸管

における小腸バルーン内視鏡、小腸バルーン内視鏡実施におけるハイリスク

患者さんについての有効性と安全性を調査することにしました。 

 

観察研究の方法と対象： 

本研究の対象となる患者さんは、西暦 2017 年 4 月 1 日から西暦 2020 年

3 月 31 日の間に小児科・思春期科で小腸バルーン内視鏡を受けた方です。 

 

研究に用いる試料・情報の種類： 

利用させていただくカルテ情報は下記です。 

・患者さんについて：年齢、性別、身体所見、症状、既往歴 

・小腸バルーン内視鏡について：件数、前処置、鎮静、施行時間、透視時間、

治療内容、偶発症 

 

研究解析期間： 

承認日～ 西暦 2021 年 10 月 31 日 

 



研究対象者の保護： 

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（2017 年 2 月 28 日一部改正）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

きる情報は含みません。 

 

利益相反について： 

本研究は、小児科・思春期科の研究費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。なお、本研究の責任者および分担者は、順天堂大学医学

系研究利益相反マネジメント委員会に必要事項を申告し、その審査を受けて

おります。 

なお、この研究の結果が特許権等の知的財産を生み出す場合は、患者さんに

帰属することはありません 

 

研究組織 

研究代表施設と研究代表者  

順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科 工藤孝広 

研究参加施設と研究責任者 

調査施設 

1.  信州大学小児科 中山佳子 

2.  大阪医科大学小児科 梶恵美里 

3.  宮城県立こども病院総合診療科 角田文彦 

4.  三重大学消化管・小児外科 井上幹大 

5.  大阪大学小児科 木村武司 

6.  東京都立小児医療センター消化器科 立花奈緒 

7.  国立成育医療研究センター消化器科 清水泰岳 

8.  済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 十河剛 

9.  群馬大学小児科 石毛崇 

10. 大阪市立大学発達小児医学 徳原大介 

11. 埼玉県立小児医療センター消化器・肝臓科 岩間達 

12. 京都大学小児科 日衛嶋栄太郎 

13. 順天堂医院小児科・思春期科 工藤孝広 

14. 札幌厚生病院小児科 藤原伸一 

15. 大阪府立母子保健医療センター消化器内分泌科 萩原真一郎 

16. 自治医科大学小児科 横山孝二 

17. 久留米大学小児科 水落建輝 

18. 富士市立中央病院小児科 松岡諒 

19. 愛知県立小児医療センター感染症・免疫科 阿部直紀 



20. 千葉県こども病院消化器・内視鏡外来 倉繁款子 

21. まつもと医療センター小児科 上田宗胤 

22. 筑波大学小児科 和田宏来 

23. 東京女子医科大学小児科 鏑木陽一郎 

24. 東京医科大学小児科 堤範音 

25. 東京医科大学消化器小児外科分野 土田明彦 

26. 徳島大学小児外科 石橋広樹 

27. 熊本大学小児外科 山本裕俊 

28. 昭和大学横浜北部病院こどもセンター 佐藤英章 

29. 金沢医科大学小児外科 河野美幸 

30. 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 池田均 

31. 東京大学小児外科 藤代準 

32. 東海大学外科学系小児外科学 上野滋 

33. 埼玉医科大学小児外科 古村眞 

34. 北海道大学外科学講座消化器外科学分野 I 本多昌平 

35. 神奈川県立こども医療センター外科 新開真人 

36. 飯坂大学小児育成外科 奥山宏臣 

37. かとうこどもクリニック 加藤晴一 

38. 筑波大学小児外科 増本幸二 

39. 長崎大学移植・消化器外科 小坂太一郎 

40. ミネルワ会渡辺病院 亀岡一裕 

41. 東京医科大学内視鏡センター 河合隆 

42. 国立成育医療研究センター外科 金森豊 

43. 聖マリアンナ医科大学小児外科 北川博昭 

44. 新潟大学小児外科 窪田正幸 

45. 昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児外科 鈴木孝明 

46. 慶應義塾大学小児外科 黒田達夫 

47. 国立病院機構岡山医療センター小児外科 中原康雄 

48. 名古屋市立西部医療センター小児外科 佐藤陽子 

49. 藤田医科大学小児外科 鈴木達也 

50. 群馬県立小児医療センター外科 西明 

51. 東京女子医科大学小児外科 世川修 

52. 九州大学小児外科 田口智章 

53. JA 愛知厚生連安城厚生病院消化器内科 竹内真実子 

54. 昭和大学外科学講座小児外科部門 渡井有 

55. さいたま市立病院小児外科 中野美和子 

56. 杏林大学小児外科学教室 浮山越史 

57. 岡山大学小児外科 野田卓男 

58. 静岡県立こども病院小児外科 漆原直人 

59. 北海道立子ども総合医療・療育センター小児外科 逢明大 

60. 獨協医科大学第一外科 土岡丘 

61. もりおかこども病院小児科 米沢俊一 

62. 自治医科大学小児外科 小野滋 

63. 聖路加国際病院小児外科 松藤凡 

64. 久留米大学外科学講座小児外科部門 八木実 



65. 順天堂大学小児外科 山高篤行 

66. 兵庫県立こども病院外科 横井暁子 

67. 東京慈恵会医科大学外科学講座 吉澤穣治 

68. 千葉大学小児外科学 吉田英生 

69. 秋田大学小児外科学講座 吉野裕顕 

70. 筑波大学高額医療診療部 溝上裕士 

71. 埼玉医科大学消化管内科 今枝博之 

72. 東邦大学大森病院小児外科 黒岩実 

73. 大分こども病院外科 大野康治 

74. 埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 岡政志 

75. 高知大学小児外科 大畠雅之 

76. 東京女子医科大学消化器・一般外科 板橋道朗 

77. 東京医科歯科大学消化器内科光学医療診療部 大塚和朗 

78. 自治医科大学消化器内科 矢野智則 

79. 日本大学病院消化器内科 後藤田卓志 

80. 昭和伊南総合病院内科診療部 堀内朗 

 

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。 

 

  順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 

  電話：03-3813-3111 （内線）3325 

  研究担当者：工藤 孝広 

 


