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脳神経外科に受診中の患者さんへ 

 

臨床研究の実施に関するお知らせ 

 

現在脳神経外科では、下記の臨床研究を実施しております。 

この研究では、患者さんの日常診療で得られたデータ（情報）を利用させていただきます。 

ご自身のデータがこの研究に利用されることについて、異議がある場合は、情報の利用や他の研究機

関への提供をいつでも停止することができます。研究の計画や内容などについて詳しくお知りになり

たい方、ご自身のデータがこの研究で利用されることについて異議のある方、その他ご質問がある方

は、以下の「問い合わせ先」へご連絡ください。 

●研究課題名 

破裂内頚動脈前壁血豆状動脈瘤の治療方法と予後に関する全国実態調査 

●研究の目的 

破裂内頚動脈血豆状脳動脈瘤の患者さんを対象に、通常の診療で得られたデータを収集・解析するこ

とにより、治療方法の選択および治療成績、中長期予後の実態を明らかにし、より良い治療法を確立

することを目的としています。 

●対象となる患者さん 

2013年 1月 1日から 2017 年 12月 31日の間、当科を受診され、破裂内頚動脈血豆状脳動脈瘤の治療

を受けられた患者さん。 

●研究期間：当院の臨床研究倫理委員会承認日から 2019年 9月 30日 

●使用させていただく診療データ 

・年齢、性別、既往歴、喫煙・飲酒の有無、 

・病名、重症度、合併症、治療日 

・処方薬剤、周術期の病歴、臨床転帰 

・臨床検査値 

・CT等の画像 

●個人情報の取り扱いと倫理的事項 

研究データは、電子メールやインターネットを通じて、又は郵送や FAX等により共同で研究を実施し

ている他の施設へ提供することもありますが、患者さんを直接特定できる情報（お名前やカルテ番号

など）を削除し匿名化しますので、当院のスタッフ以外が当院の患者さんを特定することはできませ

ん。 

この研究成果は学会や学術雑誌などで発表することがありますが、その場合でも上記のとおり匿名化

していますので、患者さんのプライバシーは守られます。 

なお、この研究は、国の定めた指針に従い、当院の臨床研究倫理委員会の審査・承認を得て実施して

います。 

●研究代表機関（情報管理責任者） 

岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野   

代表者名 岩間亨 

住所：〒501-1194 岐阜市柳戸 1-1 

電話：058-230-6271 

●研究事務局（本研究全般の窓口） 

岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野   

代表者名 江頭裕介 

住所：〒501-1194 岐阜市柳戸 1-1 
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電話：058-230-6271 

●問い合わせ先（当院の連絡窓口） 

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科   

研究責任者 坂井信幸 

住所：神戸市中央区港島南町 2丁目 1-1 

電話：078-302-4321 

 

●共同研究機関・研究責任者 

札幌禎心会病院脳神経外科 野田公寿茂 

秋田県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 師井淳太 

柏葉脳神経外科病院 丸一勝彦 

旭川赤十字病院脳神経外科 瀧澤克己 

札幌医科大学医学部脳神経外科 三國信啓 

函館新都市病院 脳神経外科 尾金一民 

弘前大学医学部脳神経外科 奈良岡征都 

秋田大学大学院脳神経外科 清水宏明 

大曲厚生医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 柳澤俊晴 

岩手医科大学脳神経外科 久保慶高 

盛岡赤十字病院脳神経外科 久保直彦 

山形大学医学部脳神経外科 小久保安昭 

山形市立病院済生館脳卒中ｾﾝﾀｰ 近藤 礼 

南相馬市立総合病院脳神経外科 及川友好 

群馬大学医学部脳神経外科 藍原正憲 

筑波大学医学医療系脳神経外科 伊藤嘉朗 

筑波記念病院脳神経外科 中村和弘 

埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 吉川雄一郎 

埼玉医科大学病院脳神経外科 藤巻高光 

千葉県済生会習志野病院脳神経外科 藤川 厚 

順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 山本拓史 

横浜新都市脳神経外科病院 疋田ちよ恵 

済生会横浜市東部病院脳神経外科 稲葉 真 

美原記念病院脳神経外科 赤路和則 

亀田総合病院脳神経外科 坂田義則 

日本医科大学多摩永山病院脳神経外科 玉置智規 

日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ 水成隆之 

東京医科大学脳神経外科 伊澤仁之 

東京女子医科大学脳神経外科 石川達也 

東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 糟谷英俊 

東京女子医科大学附属八千代医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 橋本和敏 

帝京大学医学部脳神経外科 大井川秀聡 

北里大学医学部脳神経外科 隈部俊宏 



 

神戸市立医療センター中央市民病院 研究情報開示文書  

第 1 版（20181115） 

東海大学医学部脳神経外科 反町隆俊 

浜松医科大学脳神経外科 野崎孝雄 

焼津市立総合病院脳神経外科 竹原誠也 

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野 長谷川 仁 

山梨大学医学部脳神経外科 木内博之 

山梨大学医学部脳神経外科 吉岡秀幸 

信州大学医学部脳神経外科 堀内哲吉 

慈泉会相澤病院脳神経外科 北澤和夫 

富山大学医学部脳神経外科 黒田 敏 

金沢大学脳神経外科 見崎孝一 

福井県済生会病院脳神経外科 向井裕修 

医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 山本信孝 

名古屋大学脳神経外科 池澤瑞香 

東可児病院脳神経外科 櫻井 剛 

名古屋市立大学医学部脳神経外科 柴田帝式 

名古屋市立大学医学部脳神経外科 間瀬光人 

中東遠総合医療センター脳神経外科 市橋鋭一 

愛知医科大学脳神経外科 宮地 茂 

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 定藤章代 

藤田保健衛生大学医学部 脳卒中科 中原一郎 

藤田医科大学 ばんたね病院 脳神経外科 山田康博 

高山赤十字病院脳神経外科 熊谷信利 

岐阜市民病院脳神経外科 谷川原徹哉 

静岡市立静岡病院脳神経外科 深澤誠司 

松波総合病院脳神経外科 澤田元史 

三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学 三浦洋一 

三重中央医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 石田藤磨 

奈良県立医科大学脳神経外科 本山 靖 

清恵会病院脳神経外科 奥村嘉也 

大西脳神経外科病院脳神経外科 久我純弘 

滋賀医科大学脳神経外科 辻 篤司 

京都大学医学部脳神経外科 片岡大治 

天理よろづ相談所病院脳神経外科 秋山義典 

福井赤十字病院脳神経外科 早瀬 睦 

馬場記念病院脳神経外科 井飼美明 

彦根市立病院脳神経外科 井坂文章 

京都府立医科大学脳神経外科学教室 南都昌孝 

京都府立医科大学脳神経外科学教室 橋本直哉 

医療法人弘善会矢木脳神経外科病院 小川大二 

八尾徳洲会総合病院脳神経外科 吉村政樹 



 

神戸市立医療センター中央市民病院 研究情報開示文書  

第 1 版（20181115） 

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学 貴島晴彦 

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学 中村 元 

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学 西田武生 

和歌山ろうさい病院 脳神経外科 桑田俊和 

神戸大学医学部脳神経外科 木村英仁 

西神戸医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 細田弘吉 

特定医療法人順心会順心病院脳神経外科 潤井誠司郎 

香川大学医学部脳神経外科 岡内正信 

高知大学医学部脳神経外科 野中大伸 

愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学 渡邉英昭 

愛媛県立新居浜病院脳神経外科 田中英夫 

岡山大学大学院脳神経外科 菱川朋人 

岩国医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 新治有径 

尾道市立市民病院脳神経外科 大同 茂 

広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学 坂本繁幸 

島根県立中央病院脳神経外科 井川房夫 

松江市立病院脳神経外科 瀧川晴夫 

山口大学大学院医学系研究科脳神経外科 鈴木倫保 

聖ﾏﾘｱ病院脳神経外科 伊藤英道 

済生会福岡総合病院脳神経外科 宮城知也 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 飯原弘二 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 有村公一 

九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 中溝 玲 

九州労災病院脳神経外科 芳賀 整 

福岡大学医学部脳神経外科 野中 将 

社会医療法人財団白十字会白十字病院脳神経外科 林 修司 

沖縄県立宮古病院脳神経外科 山本 聡 

佐賀大学医学部脳神経外科 増岡 淳 

長崎大学医学部脳神経外科 出雲 剛 

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 大田 元 

神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院脳神経外科 今村博敏 

倉敷中央病院脳神経外科 黒﨑義隆 

国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 西村真樹 

中村記念病院脳神経外科 本庄華織 

医療法人社団函館脳神経外科 函館脳神経外科病院 山崎貴明 

札幌秀友会病院脳神経外科 穂刈正昭 

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 渡辺善一郎 

埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 印東雅大 

 


