
ホームページ掲載内容  

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： 

原発性・特発性中性脂肪蓄積心筋血管症レジストリ 

  

当院における実施体制 

 研究責任者：循環器内科 藤本 進一郎 

 研究分担者：循環器内科 島田 和典、葛西 隆敏、横山 貴之、比企 誠、

高村 和久、末永 祐哉、川口 裕子、加藤 隆

夫、青島 千紘、加茂 夕紀、野崎 侑依、工藤 

綾子 

 

研究の意義と目的： 

原発性・特発性中性脂肪蓄積心筋血管症(以下、TGCV)は本邦の心臓移植待機

症例から見出された、心筋および冠動脈に中性脂肪が蓄積し、重症心不全、虚

血性心疾患などを呈する疾患です。TGCV では心臓の本来のエネルギー源であ

る長鎖脂肪酸が利用できず細胞内に中性脂肪として蓄積するため、エネルギー

不全と脂肪毒性による細胞・臓器障害が生じるといわれており、細胞内中性脂

肪分解の必須酵素である脂肪トリグリセリドリパーゼ (ATGL: adipose 

triglyceride lipase)が遺伝的に欠損した原発性 TGCV と、ATGL 遺伝子には変

異を認めない特発性 TGCV に分類されます。 

まだこの病気についてわからないことも多く治療薬はありません。この病気

の患者さんのデータを多く集めることで治療法の確立やQOL(生活の質)の向上が

期待できるのではないかと考えこの研究を計画しました。 

 

観察研究の方法と対象： 

本研究の対象となる患者さんは、原発性・特発性中性脂肪蓄積心筋症(TGCV)

と診断された方で、西暦 2013 年 2 月 1 日から承認日の間に循環器内科で各

種検査、治療を受けた方です。 

 

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。 

観察・調査項目 観察・調査内容 

患者情報 
患者 ID、同意取得年月日、生年月、年齢、性別、人種、TGCV 確定診断

の有無、遺伝子異常の有無とその詳細、確定診断日 

TGCV 重症度スコア 【自覚症状】 



狭心症様症状サブスコア、不整脈症状サブスコア、心不全・エネルギー

不全症状サブスコア、末梢循環症状サブスコア、総スコア 

【ADL】 

食事・炊事サブスコア、体の清潔サブスコア、排泄時動作サブスコア、

身の回り・更衣サブスコア、軽労作サブスコア、歩行サブスコア 

身長、体重 身長、体重、BMI、血圧 

併存疾患：糖尿病 

糖尿病の有無、糖尿病有の場合、罹病期間、家族歴、福井、過去最高の

BMI、糖尿病性神経障害の有無、糖尿病性網膜症の有無と程度、糖尿病

性腎症の有無と程度 

併存疾患：糖尿病以外 

高血圧、脂質異常症、心不全、心不全入院歴、心筋梗塞、陳旧性心筋梗

塞、急性冠症候群、冠動脈疾患、心室性不整脈、肺高血圧症、末梢動脈

疾患、脳卒中、慢性腎疾患、脂肪肝、結合組織疾患または自己免疫疾患、

骨格筋ミオパチー、難聴、魚鱗癬の有無 

TGCV に関する家族歴 家族歴の有無、有の場合本人との関係性 

臨床検査 

BNP、NT-proBNP、AST、ALT、Na、K、Cl、UA、BUN、cre、

CK、LDL-C、HDL-C、TG、血清カプリン酸、血清総カルニチン、血

清遊離カルニチン、血清アシルカルニチン、HbA1c、FBS、免疫反応性

インスリン(IRI)、血清乳酸、血清ピルビン酸、Jordans 奇形、空胞陽性

白血球、巨大血小板、血小板凝集、末梢血白血球の ATGL 活性・ATGL

蛋白量、尿一般(色調、pH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、ケトン体、白血球

エステラーゼ、亜硝酸塩) 

臨床所見(心臓) 

心臓関連症状の初発年齢、心臓関連症状、心不全の重症度(NYHA 分類)、

胸痛(圧迫感)の有無・発症時期、CCS 分類、不整脈の有無、有の場合そ

の詳細 

心臓検査(心エコー図) 

(心エコー図) 

左室内径短縮率(%FS)、左室駆出率(LVEF)、拡張末期心室中隔壁厚

(IVSd)、拡張末期左室後壁厚(LVPWd)、左室拡張末期径(LVDd)、左室

収縮末期径(LVDs)、壁運動異常 

(心臓 CT) 

病変部位とパターン、罹患血管数 

(心臓 MRI 分光法) 

脂肪症の有無 

(冠動脈造影) 

病変部位とパターン、罹患血管数 

(心筋生検) 

脂肪症の有無、その他の所見 

(心臓核医学検査) 

心筋 SPECT、123I-BMIPP の WR、早期像での 123I-BMIPP 平均値、201Tl

の WR、早期像での 201Tl 平均値 

(6 分間歩行試験) 

歩行距離 

(心肺運動負荷試験) 

最大酸素摂取量(VO2max) 

(心電図検査(安静時、運動負荷または Holter 心電図)) 



心室性期外収縮、心室頻拍の有無 

治療の有無 

(心臓病) 

(薬物治療) 

利尿薬、β 遮断薬、Ca 拮抗薬、ACE 阻害薬、アンジオテンシン II 受容

体拮抗薬、硝酸薬、PDE III 阻害薬、ジキタリス製剤、カテコラミン製剤

の使用の有無 

(非薬物治療) 

CABG、PCI の有無、PCI 有の場合治療内容、治療部位、心臓再同期療

法(CRT)、ICD、補助人工心臓(VAD)の有無 

(脂質異常症) 
スタチン製剤、PPARα 作動薬またはフィブラート系薬、その他の薬の

有無 

(糖尿病) 
インスリン製剤、PPARα 作動薬、メトフォルミン、SGLT2 阻害薬、

DPP-4 阻害薬または GLP-1 受容体作動薬、その他の薬の有無 

(抗血小板療法) アスピリン、その他の薬の有無 

(高尿酸血症) 治療の有無 

(腎臓病) 透析療法の有無 

(中鎖脂肪酸(MCT)による

特殊治療) 

治療の有無とその治療方法 

転機 

(生死) 

死亡の場合、死亡日、死因 

(イベント) 

非致死性の心筋梗塞、非致死性の脳卒中、心不全による入院、CABG、

PCI、TVR、ペースメーカー植え込みまたは ICD 植え込み、CRT、VAD、

入院を要する急性冠症候群、致死的不整脈による入院・デバイス作動、

心移植の有無と有の場合イベント発現日 

 

外部への試料・情報の提供 

データセンターへのデータ提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状

態で行います。対応表は、当院の藤本 進一郎が保管・管理します。 

 

 研究解析期間：承認日 ～ 西暦 2026 年 1 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：  

  本研究は研究代表者が日本医療研究開発機構(AMED)の公的資金および奨



学寄附金(中性脂肪研究助成金)を受けており、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告し、その審査を受けております。 

 

 研究組織 

    研究代表施設と研究代表者  

大阪大学病院 平野 賢一 

 

    研究参加施設と研究責任者 

愛知医科大学医学部内科学講座 循環器内科 天野 哲也 

北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学 安斉 俊久 

北海道大学 大学院保健科学研究院 病態解析学 惠 淑萍 

国立循環器病研究センター 病理部 池田 善彦 

大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座公衆衛生学 磯 博康 

九州大学大学院医学研究院 循環器病病態治療講座 井手 友美 

京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態検査医学 稲葉 亨 

名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター 奥村 貴裕 

金沢医科大学医学部循環器内科学 梶波 康二 

大阪大学大学院医学系研究科 糖尿病病態医療学寄附講座  

小澤 純二 

福岡大学筑紫病院内分泌 糖尿病内科 小林 邦久 

順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座 藤本 進一郎 

東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学 坂田 泰彦 

国際医療福祉大学 医学部 循環器内科学教室 杉村 宏一郎 

兵庫医科大学医学部 循環器・腎透析内科学 長澤 康行 

国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 

総合診療科（兼）臨床研究部 中村 浩士 

日本大学医学部病態病理学系人体病理学分野 羽尾 裕之 

国立病院機構大阪医療センター 放射線診断科 東 将浩 

千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学 宮内 秀行 

下関医療センター 循環器内科 久松 裕二  

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 データセンター  

山田 知美 

  

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 循環器内科科 

  電話：03-5802-1056  

  研究担当者：藤本 進一郎 

 

 


