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 現在、国立国際医療研究センター病院 脳神経外科では保管している診療情報
を使って、下記の研究課題を実施しています。 
 
 
 この研究課題で利用する診療情報等の利用については、当院の倫理審査委員会によって「社会的に重要性が高

い研究である」等の特段の理由が認められ、実施についての承認が得られています。 

この研究課題の詳細についてお知りになりたい方は、下欄の研究内容の問い合わせ担当者まで直接お問い合わせ

ください。なお、この研究課題の研究対象者に該当すると思われる方やそのご家族等の代託者の方の中で、ご自

身の診療情報等を「この研究課題に対しては利用・提供して欲しくない」と思われた場合にも、下欄の研究内容

の問い合わせ担当者までその旨をご連絡下さい。未成年者の方や認知機能低下を認める方については代諾者の方

からの研究不参加のお申し出やお問い合わせに対してもご対応いたします。また、研究への不参加による患者さ

まへの不利益は生じません。 

 

【研究課題名】 

脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 

 

【研究期間】 

倫理審査委員会承認日から令和 3年3月31日まで 

 

【研究対象者】 

脳卒中で入院した患者の中で平成 25 年 1 月 1 日〜令和 2 年 3 月 31 日に退院した患者 

 

【利用している診療情報の項目】 

•年齢、性別、自宅あるいは救急隊による患者収容場所の郵便番号（あるいは住所の収集は市区町村までとする） 

•発症日と発症時間 

•既往歴：脳梗塞、脳出血/ TIA / くも膜下出血/ その他脳血管障害の既往/ 高血圧/ 糖尿病/ 心筋梗塞/ 不安定性狭

心症/心不全 その他血栓塞栓症/ 血行再建術/ 冠動脈疾患/ その他 

•発症前内服薬の種類とその内服量：抗血小板薬、抗凝固薬、スタチン 

•その他電子カルテ上に含まれる臨床データ、DPC/レセプトに含まれるデータ 

 

【利用の目的】 （遺伝子解析研究： 有 ○無 ） 

 近年、医療の質に関する関心は、世界的に急速に高まりつつあります。例えば米国では、脳卒中を含む循環器疾患の

医療の質とアウトカムに関する学術会議が1999年に最初に開催され、以後、Get With The Guidelines (GWTG) （GWTG

—Stroke, -Heart Failure, -CAD）プロジェクト、一次脳卒中センター、包括的脳卒中センターの推奨用件の設定とそ

れに基づく施設認定へと進んでいます。これらの指標は一般に医療の質 (Quality Indicator, QI)と呼ばれでいますが、

本邦においては未だ整備されておらず、脳卒中または循環器病を対象とした地域拠点病院の認証もまだ開始されていま

せん。本邦の脳卒中における大規模データベースを活用し、脳卒中を含む循環器病の医療の質を包括的に評価する QI

を策定し、ベンチマーキングを行うことで、継続的に脳卒中対策の進捗状況をモニターすることが可能となる。 
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【利用期間】 

倫理委員会承認日から令和 3年3月31日まで 

 

【主な共同研究機関及び研究責任者】 （営利企業との共同： 有 ○無 ） 

 

主機関研究責任者 九州大学大学院医学研究院脳神経外科分野    教授 飯原弘二 

共同研究施設 

及び 

試料・情報の 

提供のみ行う 

施設 

施設名 ／ 研究責任者の職名・氏名 役割 

研究顧問 

日本脳神経外科学会               理事長 嘉山孝正 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 理事長 橋本信夫 

 

分担研究者 

岩手医科大学脳神経外科          教授  小笠原邦昭 

岩手医科大学                    理事長 小川彰 

国立循環器病研究センター         理事長 小川久雄 

奈良県立医科大学救急医学        教授   奥地一夫 

国立病院機構名古屋医療センター 

生物統計研究室長  嘉田晃子 

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科・脳卒中  センター                         

部長    坂井信幸 

帝京大学救急医学                 教授    坂本哲也 

杏林大学脳神経外科               教授    塩川芳昭 

鹿児島大学リバビリテーション医学       教授    下堂薗恵 

山口大学脳神経外科                  教授     鈴木倫保 

長崎大学病院脳神経内科              教授     辻野彰 

東北大学医学系研究科脳神経外科      教授     冨永悌二 

国立循環器病研究センター  脳血管部門長       豊田一則 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

                   予防医学・疫学情報部 部長 西村邦宏 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

                     疫学推進室 室長    小野塚大介 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター予防医学・疫学情報部

EBM・リスク情報解析室   室長  竹上未紗 

熊本市民病院神経内科         首席診療部長 橋本洋一郎 

聖マリアンナ医科大学神経内科         教授   長谷川泰弘 

国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター                                          

                          センター長  東尚

弘 

東京都済生会中央病院神経内科       部長     星野晴彦 

国立循環器病研究センター          名誉院長   峰松一夫 
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愛知医科大学医学部脳血管内治療センター 

                                   教授       宮地茂 

国立循環器病研究センター心臓血管内科部門  

                          部門長   安田聡 

兵庫医科大学脳神経外科            主任教授  吉村紳一 

 

エキスパートパネル 

広南病院脳血管内科                 部長    板橋 亮  

大阪市立大学神経内科                教授   伊藤義彰 

岐阜大学脳神経外科                教授    岩間 亨  

川崎医科大学脳神経外科             教授    宇野昌明  

中村記念病院                      副院長  大里俊明  

脳神経センター大田記念病院     院長  郡山達男  

岩手医科大学先端MRI研究所        教授   佐々木真理  

秋田大学脳神経外科                 教授    清水宏明  

獨協医科大学神経内科               准教授  竹川英宏  

桜十字病院脳神経外科               院長補佐 西徹  

徳島大学放射線科                   教授 原田雅史  

杏林大学脳卒中医学                 教授 平野照之  

筑波大学脳卒中予防・治療学         教授 松丸祐司  

川崎医科大学脳卒中科              教授 八木田佳樹  

 

研究協力者  

独立行政法人労働者健康安全機構  理事長 有賀徹 

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 

 教授 石川ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ光一 

中村記念病院脳神経外科            部長 上山憲司 

地方独立行政法人さんむ医療センター  院長補佐 小野純一 

金沢大学精神保健看護学         教授 北岡和代 

秋田県立病院機構            理事長 鈴木明文 

国立循環器病研究センター脳神経外科客員部長兼医療法人社団新生会 大阪な

んばクリニック     院長   中川原譲二 

秋田県立脳血管研究センター脳卒中診療部 

                      センター長 中瀬泰然 

 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

データ統合室長 中村文明 

滋賀医科大学脳神経外科          教授 野崎和彦 

厚生労働省健康局 新型インフルエンザ対策室 

室長 長谷川学 

京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 

 

 

情報 

収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ 

解析 

 



2019 年 11 月 14 日 第 2 版 

 

 

 

 

 

教授 福原俊一 

産業医科大学公衆衛生学              教授 松田晋哉 

小倉記念病院                         院長 永田泉 

京都大学脳神経外科               教授 宮本享 

国立循環器病研究センター予防医学・疫学情報部  

部長 宮本恵宏 

 

データ解析 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

                   予防医学・疫学情報部 部長 西村邦宏 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

                     疫学推進室 室長    小野塚大介 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター予防医学・疫学情報部

EBM・リスク情報解析室   室長  竹上未紗 

国立病院機構名古屋医療センター 

生物統計研究室長 嘉田晃子 

国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 

データ統合室長 中村文明 

 

日本脳神経外科学会の教育訓練施設、日本脳卒中学会の認定研修教育施設、日

本神経学会の教育施設・准教育施設のうち、レセプト情報等のデータ情報提供

の同意があった施設（約300施設） 

 

【外部の研究組織】 

上記記載 

 

【財源】 

厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研 究事業 「脳卒中の医療体制の整備のた

めの研究」 

日本医療研究開発機構研究費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策 実用化研究事業 「脳卒中を含む循環器疾患

の評価指標の開発に関する研究」 

日本医療研究開発機構研究費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 「脳卒中を含む循環器病対策

の評価指標に基づく急性期 医療体制の構築に関する研究」 

科学研究費助成事業(基盤研究(B)(一般)課題番号1 8 H 0 2 9 1 4)「脳卒中のLearning Healthcare Systemに関する

研究」 

環境研究総合推進費(1-1905)「気候変動の暑熱と高齢化社会の脆弱性に対する健康と環境の好循環の政 策」  

 

【この研究での診療情報の取扱い】 

当院の倫理審査委員会の承認を受けた研究計画書に従い、お預かりした診療情報には匿名化処理を行い、ご協力

者の方の氏名や住所などが特定できないよう安全管理措置を講じたうえで取り扱っています。 
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【研究計画書等の入手・閲覧方法・手続き等】 

あなたのご希望により、この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支障

がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことや文書でお渡しすることができま

す。ご希望される方は、どうぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。 

 

【個人情報の開示に係る手続きについて】 

本研究で収集させて頂いたご自身の情報を当院の規定に則った形でご覧頂くことも出来ます。ご希望される方は、

どうぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。 

 

【利益相反について】 

利益相反の状況については国立国際医療研究センター利益相反マネジメント委員会に報告し、その指示を受けて

適切に管理しています。また、利益相反に該当する事実はありません。 

 

【研究責任者、および、研究内容の問い合わせ担当者】 

研究責任者：国立国際医療研究センター病院 副院長 原徹男 

研究内容の問い合わせ担当者：国立国際医療研究センター病院 脳神経外科 医師 坂倉悠哉 

 問い合わせ窓口：脳神経外科外来 電話: 03-3202-7181（代表）（応対可能時間：平日9時～16時） 

 

 


