
ホームページ掲載内容 

 

アレルギー性気管支肺真菌症を合併した喘息を当院にて治療されている患者さん

へ 

 

西暦 201４年 1 月 1 日から 201９年 12 月 31 日の間に受診歴があるアレルギ

ー性気管支肺真菌症を合併した喘息の患者さんにおしらせがございます。東海大学

医学部呼吸器内科より、みなさまのデータを下記の研究で使用させていただきたい

旨の申し出がございました。一切、みなさまのお名前、住所、カルテ番号、生年月

日など個人を特定できる情報は用いられず、秘匿化された数値のみを使用させてい

ただきます。 

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： 

アレルギー性気管支肺真菌症 第２回全国実態調査 

 

当院における実施体制 

研究責任者： 

呼吸器内科・准教授   原田 紀宏 

 

研究分担者： 

呼吸器内科・助教    伊藤 潤 

 

研究の意義と目的： 

この研究は、厚生労働科学研究費補助金に基づく難治性疾患等克服研究事業の

一環として、全国のアレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）、および、真菌（ア

スペルギルス）感作喘息の患者さんのデータを集計させていただくものです。

本邦の実情に調査することを目的としています。 

 

観察研究の方法と対象： 

本研究の対象となる方は、西暦 2０１４年１月１日から２０１９年１２月３１

日の間に順天堂医院呼吸器内科にて受診歴があるアレルギー性気管支肺真菌症

の患者さんと真菌（アスペルギルス）感作喘息の患者さんです。 

 

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。 

年齢、性別、既往歴、家族歴、身体所見、喫煙歴、アトピー素因、治療内容、

臨床症状、予後、発作回数、不定期受診回数、入院歴、呼気中一酸化窒素濃度、

呼吸機能検査、血液検査結果、画像検査（X 線・CT）結果、気管支鏡検査結果、

細胞診、培養検査結果 



外部への試料・情報の提供 

研究事務局のある東海大学に電子的配信にてデータ提供する際は、研究用番号

を使用し、個人が特定されることはありません。 

対応表は、当院の呼吸器内科 原田 紀宏が保管・管理し、あなたのデータで

あることがわからない様に配慮いたします。 

 

研究解析期間： 

承認日～西暦 202１年 12 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、代表機関である東海大学医学部内科学系呼吸器内科学では国立研究

開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の研究費によって実施しております

が、当院では自己資金で実施し、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 

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学・教授 浅野浩一郎 

神奈川県伊勢原市下糟屋 143 0463-93-1121 内線 2210 

 

研究参加施設と研究責任者 

1 秋田赤十字病院     小髙 英達 

2 明和会中通総合病院     草彅 芳明 

3 岩手県立胆沢病院     鈴木 俊郎 

4 製鉄記念室蘭病院     近藤 瞬 

5 ＮＴＴ東日本札幌病院     西山 薫 

6 北海道大学病院     木村 孔一 

7 KKR 札幌医療センター    斎藤 拓志 

8 名寄市立総合病院     鳴海 圭倫 

9 国家公務員共済組合連合会虎の門病院   髙井大哉 

10 国際医療福祉大学三田病院    望月 太一 

11 北里研究所病院     鈴木 雄介 



12 順天堂大学医学部附属順天堂医院   原田 紀宏 

13 東京医科歯科大学医学部附属病院   小松﨑 恵子 

14 赤羽中央総合病院     熊澤 文雄 

15 等潤病院      谷口 泰之 

16 昭和大学江東豊洲病院     岡田 壮令 

17 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 

  松野 圭 

18 東京品川病院      森川 美羽 

19 東海大学医学部付属東京病院    海老原 明典 

20 ＪＲ東京総合病院     鈴木 未佳 

21 （福）東京有隣会 有隣病院    吉村 邦彦 

22 東京医科大学病院     河野 雄太 

23 慶應義塾大学病院     正木 克宜 

24 独立行政法人国立国際医療研究センター病院  飯倉 元保 

25 東京山手メディカルセンター    大河内 康実 

26 東京都立多摩総合医療センター   髙森 幹雄 

27 独立行政法人国立病院機構災害医療センター  上村 光弘 

28 国家公務員共済組合連合会 立川病院   福井 崇大 

29 東海大学医学部付属八王子病院   坂巻 文雄 

30 （医）徳成会八王子山王病院    井口 祐三 

31 東京慈恵会医科大学附属第三病院   石川 威夫 

32 独立行政法人国立病院機構東京病院   鈴木 純子 

33 日本鋼管病院      宮尾 直樹 

34 昭和大学藤が丘病院     清水 翔平 

35 神奈川県立循環器呼吸器病センター   萩原 恵里 

36 横須賀共済病院     夏目 一郎 

37 横須賀市立うわまち病院    上原 隆志 

38 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院   粒來 崇博 

39 独立行政法人国立病院機構相模原病院   渡井 健太郎 

40 平塚市民病院      釣木澤 尚実 

41 東海大学医学部付属大磯病院    田尻 さくら子 

42 伊勢原協同病院     服部 繁明 

43 千葉市立青葉病院     瀧口 恭男 

44 千葉大学医学部附属病院    巽 浩一郎 

45 松戸市立総合医療センター    船橋 秀光 

46 東京歯科大学市川総合病院    寺嶋 毅 

47 柏市立柏病院      柴田 翔 

48 茨城西南医療センター病院    野村 明広 

49 日鉱記念病院      天田 敦子 

50 株式会社日立製作所日立総合病院   山本 祐介 

51 獨協医科大学病院     清水 泰生 

52 済生会宇都宮病院     仲地 一郎 

53 自治医科大学附属病院     間藤 尚子 

54 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院   野村 由至 

55 国際医療福祉大学 塩谷病院    梅田 啓 



56 さいたま赤十字病院     松島 秀和 

57 社会医療法人さいたま市民医療センター  松本 建志 

58 さいたま市立病院     舘野 博喜 

59 春日部市立医療センター    木曽原 朗 

60 埼玉医科大学病院     内田 義孝 

61 防衛医科大学校病院     宮田 純 

62 埼玉県立循環器・呼吸器病センター   石黒 卓 

63 上尾中央総合病院     鈴木 直仁 

64 桐生厚生総合病院     宇津木 光克 

65 利根中央病院      吉見 誠至 

66 信州大学医学部附属病院    牛木 敦人 

67 諏訪中央病院      鈴木 進子 

68 静岡県立総合病院     白井 敏博 

69 静岡市立静岡病院     山田 孝 

70 藤枝市立総合病院     小清水 直樹 

71 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 豊嶋 幹生 

72 総合病院 聖隷浜松病院    橋本 大 

73 浜松医科大学医学部附属病院    古橋 一樹 

74 聖隷三方原病院     横村 光司 

75 独立行政法人国立病院機構天竜病院   大場 久乃 

76 磐田市立総合病院     妹川 史朗 

77 藤田医科大学 ばんたね病院    桑原 和伸 

78 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 小暮 啓人 

79 国家公務員共済組合連合会名城病院   馬嶋 俊 

80 名古屋市立東部医療センター    前田 治義 

81 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院  林 悠太 

82 名古屋大学医学部附属病院    若原 恵子 

83 名古屋市立大学病院     伊藤 穣 

84 藤田医科大学病院     磯谷 澄都 

85 公立陶生病院      松田 俊明 

86 独立行政法人国立病院機構長良医療センター  加藤 達雄 

87 大垣市民病院      安部 崇 

88 岐阜県立多治見病院     市川 元司 

89 松阪市民病院      畑地 治 

90 東近江総合医療センター    坂下 拓人 

91 大阪府済生会中津病院     上田 哲也 

92 大阪府済生会野江病院     松本 健 

93 育和会記念病院     寺川 和彦 

94 日本生命済生会 日本生命病院    甲原 雄平 

95 関西電力病院      伊東 友好 

96 国立病院機構大阪刀根山医療センター   香川 浩之 

97 市立池田病院      橋本 重樹 

98 大阪医科大学附属病院     池田 宗一郎 

99 近畿大学医学部附属病院    岩永 賢司 

100 京都第二赤十字病院     竹田 隆之 



101 京都府立医科大学附属病院    金子 美子 

102 京都大学医学部附属病院    松本 久子 

103 洛和会音羽病院     土谷 美知子 

104 三菱京都病院      安場 広高 

105 奈良医療センター     玉置 伸二 

106 公益財団法人天理よろづ相談所病院   羽白 高 

107 奈良県立医科大学附属病院    吉川 雅則 

108 和歌山県立医科大学附属病院    中西 正典 

109 公立那賀病院      金井 一修 

110 神戸市立医療センター中央市民病院   平林 亮介 

111 一般財団法人神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター 

多田 公英 

112 西宮市立中央病院     鈴木 真優美 

113 明石医療センター     岡村 佳代子 

114 北播磨総合医療センター    松本 正孝 

115 加古川中央市民病院     西島 照明 

116 鳥取大学医学部附属病院    原田 智也 

117 島根県立中央病院     永村 徳浩 

118 川崎医科大学附属病院     加藤 茂樹 

119 尾道市立市民病院     片岡 幹男 

120 広島大学病院      岩本 博志 

121 マツダ病院      大成 洋二郎 

122 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 坂本 健人 

123 山口大学医学部附属病院    松田 和樹 

124 高松市立みんなの病院     岸本 伸人 

125 徳島市民病院      長谷 加容子 

126 徳島県立中央病院     葉久 貴司 

127 高知大学医学部附属病院    山根 真由香 

128 愛媛医療センター     伊藤 亮治 

129 愛媛大学医学部附属病院    濱口 直彦 

130 産業医科大学病院     原 可奈子 

131 福岡青洲会病院     杉本 幸弘 

132 公立学校共済組合九州中央病院   古藤 洋 

133 久留米大学病院     星野 友昭 

134 公立八女総合病院     上村 知子 

135 社会保険大牟田天領病院    本田 泉 

136 佐賀大学医学部附属病院    田代 宏樹 

137 独立行政法人 地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 内田 賢 

138 長崎みなとメディカルセンター 市民病院  松尾 信子 

139 熊本大学医学部附属病院    濱田 昌平 

140 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター 坂本 理 

141 大分大学医学部付属病院    水上 絵理 

142 鹿児島大学病院     町田 健太朗 

143 豊見城中央病院     佐藤 陽子 

144 浦添総合病院      名嘉村 敬 



145 福井大学医学部附属病院    石塚 全 

146 石川県立中央病院     西 耕一 

147 金沢医療センター     北 俊之 

148 やわたメディカルセンター    片山 信幸 

149 国民健康保険 小松市民病院    米田 太郎 

150 富山大学附属病院     猪又 峰彦 

151 富山県立中央病院     谷口 浩和 

152 長岡赤十字病院     佐藤 和弘 

153 長岡中央綜合病院     遠藤 禎郎 

154 国立病院機構 西新潟中央病院    桑原 克弘 

155 新潟大学医歯学総合病院    小屋 俊之 

156 福島県立医科大学附属病院    斉藤 純平 

157 南相馬市立総合病院     神戸 敏行 

158 坂総合病院      渡辺 洋 

159 石巻赤十字病院     石田 雅嗣 

160 気仙沼市立病院     千葉 茂樹 

161 山形大学医学部附属病院    佐藤 健人 

 

 

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 呼吸器内科 

電話：03-3813-3111 （内線）3308 

研究担当者：原田 紀宏 

 

 

 


