ホームページ掲載内容
「気管支拡張症合併難治性喘息の実態調査」について
西暦 2015 年 1 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日の間に当院に受診歴がある気管
支拡張症および細気管支炎を合併した喘息の患者さんにおしらせがございます。京
都大学大学呼吸器内科より、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。
１．研究（調査）の目的と概略
気管支喘息の合併病態として気管支拡張症や細気管支炎があり喘息の難治化に関
わりますが、本邦におけるその頻度や治療実態は不明です。本検討では、気管支拡
張症/細気管支炎合併難治性喘息の頻度や病型、病態について全国調査を行うこと
でその実態を明らかにし、適切な管理につなげることを目的とします。
２．研究（調査）の方法
下記医療施設において下記期間に受診歴のある気管支拡張症/細気管支炎合併難治
性喘息患者について、施設担当医師に後ろ向きのアンケート調査を行います。収集
させていただく項目は、性別、診断時年齢、既往歴、併存症、喫煙歴、治療内容、
症状、血液データ、呼気中一酸化窒素濃度、呼吸機能、喀痰情報、画像所見等です。
氏名や住所は収集いたしません。診療を受けた施設で匿名化された後、情報は京都
大学医学部附属病院の下記診療科へ提供されます。
３．研究（調査）の参加施設
日本呼吸器学会認定・関連施設、日本アレルギー学会教育研修施設
調査期間
調査対象期間：2015 年 1 月 1 日～2019 年 9 月 30 日
研究期間：2024 年 12 月 31 日まで
当院における実施体制
研究責任者：呼吸器内科・准教授
研究分担者：呼吸器内科・助教
４．調査の対象となる患者さん

原田 紀宏
伊藤 潤

気管支拡張症/細気管支炎合併難治性喘息の患者さんです。中枢性の気管支拡張を
呈するアレルギー性気管支肺真菌症の患者さんも含まれます。
５．この研究への協力は任意です。
本研究は、患者さんの過去の診療記録から得られた情報を使用する「観察研究」と
呼ばれるもので、患者さんに新たな診療や検査、特別な費用の負担はありません。
研究に用いる情報は、個人が特定できないように匿名化して管理し、個人情報を保
護します。
データの使用をお断りになる場合には直ちに情報の利用を停止いたしますので、遠
慮なくお申し出ください。
６．研究資金源について
本研究は、代表機関である京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学では日本呼吸器
学会学術部会研究費、ノバルティスファーマ社および運営費交付金により実施して
います。本研究では関連企業等に対する経済的利益は生じません。また、研究協力
者の皆様の個人情報、臨床情報、検査結果、質問調査の結果など、研究の結果から
得られる個人個人のデータは ノバルティスファーマ社には共有されません。
７．利益相反について
利益相反とは研究成果に影響する可能性のある利害関係をいいます。これには金銭
及び人的、物理的関係を含みます。この研究は、京都大学大学院医学研究科呼吸器
内科学では日本呼吸器学会、ノバルティスファーマ社より本研究に関わる研究費の
提供を受けて実施しますが、資金提供者の意向が研究に影響することはありません。
また、利益相反については、「京都大学利益相反ポリシー」「京都 大学利益相反
マネジメント規程」に従い、「京都大学臨床研究利益相反審査委員会」において適
切に審査・管理しています。
さらに、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。
８．研究結果の公開について
本研究に関する情報は、UMIN 臨床試験登録システムに登録され、研究で得られた
結果は査読付の学術誌および学術集会において公表されます。また、この研究に同
意してくださった患者さんで、研究について詳細を知りたい場合は、他の被検者の
個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で、この研究に関する資料を入
手・閲覧することができます。9．に記載の連絡先までお問い合わせ下さい。
９．お問い合わせ先
研究責任者：松本久子（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学）
問い合わせ先：京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 松本久子
京都大学医学部附属病院 相談支援センター
電話 075-751-4748 E-mail ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp

研究組織
研究代表施設と研究代表者
京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 松本久子
京都大学医学部附属病院 相談支援センター
電話 075-751-4748 E-mail ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp
研究参加施設と研究責任者
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科 原田紀宏
北海道大学病院内科Ⅰ 今野哲
旭川医科大学病院呼吸器センター 大崎能伸
札幌医科大学医学部呼吸器・アレルギー内科学講座 高橋弘毅
手稲渓仁会病院呼吸器内科 菅谷文子
岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原病内科 前門戸任
山形大学医学部附属病院呼吸器内科 井上純人
東北大学病院呼吸器内科 一ノ瀬正和
仙台市医療センター仙台オープン病院呼吸器内科 飯島秀弥
筑波大学医学医療系・筑波大学附属病院呼吸器内科 檜澤伸之
筑波メディカルセンター病院呼吸器内科 飯島弘晃
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター呼吸器内科 石井幸雄
自治医科大学附属病院呼吸器内科 萩原弘一
群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科 久田剛志
上武呼吸器科内科病院 土橋邦生
東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科 寺嶋毅
東京医科大学病院呼吸器内科 阿部信二
東京女子医科大学呼吸器内科学講座 多賀谷悦子
慶應義塾大学病院呼吸器内科 福永興壱
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院呼吸器内科 放生雅章
独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 大河
内康実
東京都済生会中央病院呼吸器内科 中村守男
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呼吸器内科
菅野康二
帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学 長瀬洋之
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 權寧博
赤羽中央総合病院呼吸器内科 熊沢文雄
国家公務員共済組合連合会立川病院呼吸器内科 黄英文
公立昭和病院呼吸器内科 岩崎吉伸
聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科 峯下昌道
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科 駒瀬裕子
独立行政法人国立病院機構相模原病院呼吸器内科 谷口正実
東海大学医学部内科学系呼吸器内科 浅野浩一郎
富山県立中央病院呼吸器内科 谷口浩和
金沢医療センター呼吸器内科 北俊之
石川県済生会金沢病院呼吸器内科 小川晴彦

信州大学医学部内科学第一講座 花岡正幸
岐阜県立多治見病院呼吸器内科 市川元司
大垣市民病院呼吸器内科 進藤丈
静岡県立総合病院呼吸器内科 白井敏博
静岡市立静岡病院呼吸器内科 山田孝
国際医療福祉大学熱海病院アレルギー内科 星野誠
磐田市立総合病院呼吸器内科 妹川史郎
浜松医科大学内科学第二講座呼吸器内科 須田隆文
独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院呼吸器内科 豊嶋幹生
平塚市民病院アレルギー内科 釣木澤尚実
藤枝市立総合病院呼吸器内科 小清水直樹
名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科 橋本直純
名古屋市立大学病院呼吸器・アレルギー内科 新実彰男
藤田医科大学医学部呼吸器内科学Ⅱ講座 堀口高彦
藤田医科大学病院呼吸器内科・アレルギー科 今泉和良
愛知医科大学医学部内科学講座 呼吸器・アレルギー内科 伊藤理
公益財団法人豊郷病院呼吸器内科
佐藤公彦
豊田厚生病院呼吸器内科 谷川吉政
公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科 木村智樹
滋賀医科大学医学部附属病院呼吸器内科 中野恭幸
大津赤十字病院呼吸器内科 酒井直樹
滋賀県立総合病院呼吸器内科 塩田哲広
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター呼吸器内科 井端英憲
和歌山県立医科大学附属病院呼吸器内科・腫瘍内科 山本信之
日本赤十字社和歌山医療センター呼吸器内科 杉田孝和
橋本市民病院呼吸器内科 藤田悦生
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科 東田有智
関西医科大学内科学第一講座呼吸器感染症・アレルギー科 宮下修行
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院呼吸器センター呼吸器内科
福井基成
大阪府済生会野江病院呼吸器内科 相原顕作
大阪府済生会中津病院呼吸器内科 上田哲也
大阪回生病院呼吸器内科 中井直治
日本赤十字社大阪赤十字病院呼吸器内科 西坂泰夫
高槻赤十字病院呼吸器内科 北英夫
一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院内科 松本智成
独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター呼吸器内科 三木真
理
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター呼吸器内科・内科 玉置伸
二
奈良県総合医療センター呼吸器内科 伊藤武文
京都府立医科大学附属病院呼吸器内科 髙山浩一
京都第一赤十字病院呼吸器内科 平岡範也
京都第二赤十字病院呼吸器内科 竹田隆之
京都桂病院呼吸器センター呼吸器内科 西村尚志

独立行政法人国立病院機構南京都病院呼吸器センター 坪井知正
神戸大学大学院医学研究科内科学講座・呼吸器内科学分野 西村善博
兵庫医科大学病院呼吸器内科 木島貴志
神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科 冨岡洋海
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科 富井啓介
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院呼吸器内科 大塚浩二郎
明石医療センター呼吸器内科 大西尚
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター呼吸器内科 中原保治
公立豊岡病院組合立豊岡病院呼吸器内科 仲治仁志
北播磨総合医療センター呼吸器内科 高月清宣
島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学 磯部威
国立病院機構松江医療センター呼吸器内科 門脇徹
鳥取大学医学部附属病院呼吸器内科 山﨑章
米子医療センター呼吸器内科 冨田桂公
岡山大学病院血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科 宮原信明
独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター呼吸器内科 谷本安
広島大学大学院医系科学研究科分子内科学呼吸器内科 服部登
医療法人 JR 広島病院呼吸器内科 峠岡康幸
尾道市立市民病院呼吸器内科 片岡幹男
山口大学医学部附属病院呼吸器・感染症内科 松永和人
山口赤十字病院呼吸器 國近尚美
セントヒル病院呼吸器内科 長崎美祢子
愛媛県立中央病院呼吸器内科 中西徳彦
高知大学医学部血液・呼吸器内科学 横山彰仁
独立行政法人国立病院機構高知病院アレルギー科 町田久典
九州大学大学院医学研究院呼吸器内科学分野（胸部疾患研究施設）松元
幸一郎
産業医科大学病院呼吸器内科 矢寺和博
福岡大学病院呼吸器内科 藤田昌樹
独立行政法人国立病院機構九州医療センター呼吸器内科 岡本昌樹
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター呼吸器内科 日高孝子
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター呼吸器内科 高田昇平
医療法人原三信病院呼吸器科 高木陽一
飯塚病院呼吸器内科 飛野和則
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院呼吸器内科 泊慎也
大分大学医学部付属病院呼吸器内科 門田淳一
熊本大学医学部附属病院呼吸器内科 坂上拓郎
鹿児島大学病院呼吸器内科 井上博雅
豊見城中央病院呼吸器内科 佐藤陽子
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター呼吸器内科 東正人
当院のお問い合わせ先：
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

