
当院で内視鏡検査治療を受けられる方へ 

現在、日本消化器内視鏡学会では以下の臨床研究を実施しています。 

 

《研究課題名》 

「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築（多施設共同 前向き観察研究）」 

この研究は、日本全国の消化器内視鏡検査・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の

向上に役立て、患者さまに最善の医療を提供することを目指す研究プロジェクトです。この研究の実施に

先立ち、研究実施者は倫理審査委員会において医学的必要性、研究の倫理面、安全面、妥当性の観

点から審査を受け承認を得ています。 

情報等の使用について、直接に説明して同意はいただかずに、このお知らせをもって研究に関する事

項を公開いたします。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願

い申し上げます。 

この研究への参加（試料・情報提供）を希望されない場合、あるいは、研究に関するご質問は下記の

問い合わせ先（⑥の項目参照）へご連絡ください。 

研究期間は 2015 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日です。 

 

当院は、この研究に協力をしています。 

 

《当院での研究対象者》 

2019 年 4 月より 2024 年 12 月までに公立宍粟総合病院において内視鏡検査・治療を受けた方 

 

①  情報の利用目的及び利用方法 

この研究は、日本消化器内視鏡学会内に設けられた Japan Endoscopy Database(JED) Project 

委員会が主導となり企画された多施設共同研究です。当初は、東京大学医学部附属病院、国立が

ん研究センター中央病院、北里大学病院、虎の門病院、京都大学医学部附属病院、東京医科歯

科大学医学部附属病院、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター、埼玉医科大学国際医療センタ

ーの 8 施設（共同研究機関）のみで開始いたしましたが、現在、日本全国の消化器内視鏡検査およ

び治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さまに最善の医療を提

供することを目指すプロジェクトです。この様な内視鏡関連手技の全国規模の情報集積は初めての

こころみであり、患者さま側だけでなく、医療を提供する側にも大きな利益をもたらすものと考えていま

す。 

その為に、内視鏡部門システムから以下に記載する項目を抽出し、個人が特定できない状態（匿

名化）で日本消化器内視鏡学会に提供され、学会本部に設置したサーバ内に格納しデータベース

を構築し、各種分析が行われます。 

日本消化器内視鏡学会では、この研究で集められたデータを分析することで以下のことを明らか

にすることを目的にしています。 

●内視鏡関連手技を行っている施設診療科の特徴  

●医療水準の評価  

●適正な消化器内視鏡専門医の配置、消化器内視鏡技師・看護師などのコメディカルの適正な配

置  

●早期癌登録に対する精確な情報収集  

●内視鏡検査、治療を受けた方の予後（治療後の状況） 

●内視鏡検査・治療の医療経済的な情報収集  

●これから内視鏡関連手技の偶発症（合併症の危険性・死亡などのリスク），など 

この研究成果は学会発表、学術雑誌およびデータベースなどで公表します。  



本研究に登録されたデータを利用して、上記に記載されていない解析等を行い、研究を実施する

場合は、その都度日本消化器内視鏡学会の倫理委員会で科学性、倫理性、研究の意義、個人情

報保護の観点から審査され可否が決定されます。 

 

②  利用し、又は提供する情報の項目 

検査日、年齢、性別、ASA Grade、抗血栓薬（使用状況ならびに中止、置換の有無などの詳細）、 

喫煙歴ならびに喫煙の有無、飲酒歴および飲酒状況、悪性腫瘍、家族歴、他臓器癌既往歴、  

ヘリコバクター・ピロリ感染状態、内視鏡検査の予定性、外来・入院、検査目的、治療目的、  

鎮痙剤使用状況、鎮静・鎮痛・麻酔に関する事項、内視鏡の挿入経路、使用スコープ情報、 

送気の種類 、特殊 観 察法 、観察 範囲 、手 技開始 ・終 了時間 、手技中 、手 技後 偶発 症、 

30 日以内の死亡の有無、実施医師名、副実施医師名、内視鏡看護師・技師名、腹部手術歴、  

生涯大腸内視鏡歴、造影範囲、挿管、胆管・膵管径、挿管難易度、胆管へのアプローチ方法  、な

ど 

 

③  利用する者の範囲（データを使って解析等を行う研究機関・研究者等） 

研究の実施体制（多施設共同研究） 

統括責任者：  日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database (JED) Project 委員会  

委員長  田中  聖人  

研究事務局：  日本消化器内視鏡学会  事務局  

共同研究機関および研究責任者： 

東京大学医学部附属病院      藤城光弘  

国立がん研究センター中央病院     斎藤豊  

北里大学病院         木田光広・堅田親利  

虎の門病院         布袋屋修  

京都大学医学部附属病院      武藤学・堀松高博  

東京医科歯科大学医学部附属病院    大塚和朗  

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター   加藤正之  

埼玉医科大学国際医療センター    良沢昭銘  

研究協力機関（情報を提供のみを行う機関）：       

    公立宍粟総合病院  

その他の研究協力機関（2019 年 5 月末日まで）は、資料１を参照ください。 

 

④  情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

統括責任者：  日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database (JED) Project 委員会  

委員長  田中  聖人  

当院責任者：  公立宍粟総合病院  内科      八木洋輔・川西正敏  

 

⑤  研究対象者又はその代理人の求めに応じて、 

研究対象者が識別される情報の利用又は他の研究機関への提供を停止すること 

研究対象者となる方または代理の方で、本研究への情報の利用にご賛同いただけない場合は、

情報の利用を停止することができます。停止を求められる場合には下記⑥にご連絡ください。利用に

賛同いただけない場合でも、何ら不利益は生じません。 

ただし、検査・治療から３ヵ月を経過した情報に関しては情報の利用をさせていただきます。 

 

⑥  ⑤の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法  

対応受付 (当院 )： 公立宍粟総合病院  医事課      対応時間： 平日 9:00～17:00



  

電話番号 (当院 )： 0790-62-2410    

[研究主任施設： 日本消化器内視鏡学会 Japan Endoscopy Database (JED) Project 委員会 ] 

 

 

資料１ 研究協力機関（情報を提供のみを行う機関） ※順不同    2019年 5月現在 

 

北海道支部 関東支部 東海支部 近畿支部 中国支部 

北海道  茨城県  静岡県  滋賀県  鳥取県  

市立旭川病院  筑波記念病院  焼津市立総合病院  
滋賀医科大学医学部附属病
院  鳥取県立中央病院  

市立室蘭総合病院  
株式会社  日立製作所  

日立総合病院  愛知県  京都府  
日本赤十字社  

鳥取赤十字病院  

苫小牧市立病院  栃木県  愛知医科大学病院  
独立行政法人  国立病院機  

京都医療センター 岡山県  

NTT 東日本札幌病院  
医療法人  中山会  

宇都宮記念病院  
日本赤十字社  

名古屋第一赤十字病院  

日本赤十字社  

京都第二赤十字病院  

川崎医科大学  

総合医療センター 
国家公務員共済組合連合会  

札幌医療センター 
南那須地区広域行政事務組合  

那須南病院  
藤田医科大学  

ばんたね病院  
京都中部総合医療センタ
ー  

地 方 独 立 行 政 法 人  岡山市立総合医療セン
ター  

岡山市立市民病院  
独立行政法人  労働者健康安全機構  

釧路ろうさい病院  

医療法人  

増山胃腸科クリニック  

南医療生活協同組合  

総合病院  南生協病院  
社会福祉法人  京都社会事業財団  

西陣病院  

独立行政法人  労働者健康安全機構  

岡山労災病院  

日本赤十字社  

旭川赤十字病院  群馬県  

公立陶生病院組合  

公立陶生病院  大阪府  広島県  
医療法人  

唐沢病院  

日本赤十字社  

原町赤十字病院  

医療法人社団  以心会  

中野胃腸病院  

大阪医科大学附属病院  

消化器内視鏡センター  広島大学病院  

医療法人社団  慶友会  

吉田病院  
医療法人社団  三思会  

くすの木病院  春日井市民病院  
近畿大学医学部附属病院  

光学治療センター  

広島県厚生農業協同組合連合会   

尾道総合病院  

町立中標津病院  

独立行政法人  国立病院機構  

渋川医療センター 岡崎市民病院  大阪国際がんセンター  

公立学校共済組合  

中国中央病院  

名寄市立総合病院  

一般社団法人  伊勢崎佐波医師会附
属  

成人病検診センター診療
所  

医療法人  

神谷内科  
大阪府済生会  

中津病院  山口県  
JA 北海道厚生連  

旭川厚生病院  埼玉県  
名古屋鉄道  健康保険組合  

名鉄病院  

社会医療法人  彩樹  

豊中緑ヶ丘病院  

独立行政法人  労働者健康安全機構  

山口労災病院  

市立釧路総合病院  埼玉医科大学病院  三重県  関西医科大学附属病院  

独立行政法人  国立病院機構  

岩国医療センター 
独立行政法人  国立病院機構  

旭川医療センター 
独立行政法人  国立病院機構  

西埼玉中央病院  

三重県厚生農業協同組合連合会   

松阪中央総合病院  市立岸和田市民病院   
JA 北海道厚生連  

札幌厚生病院  
医療法人社団  松弘会  

三愛病院  
三重県厚生農業協同組合連合会  

鈴鹿中央総合病院  
社会医療法人  彩樹  

守口敬仁会病院  九州支部  

独立行政法人  国立病院機構  

函館病院  

医療法人財団  献心会  

川越胃腸病院  

三重県立総合医療センタ
ー  

西日本旅客鉄道株式会社  

大阪鉄道病院  福岡県  

 
医療法人  顕正会  

蓮田病院   
地域医療支援病院  

市立池田病院  久留米大学病院  

東北支部  千葉県  北陸支部 
公益財団法人  日本生命済生会  

日本生命病院  
医療法人財団  同愛会  

博愛病院  

青森県  
順天堂大学  医学部付属  

浦安病院  富山県  
地方独立行政法人  大阪府立病院機
構  

大阪急性期・総合医療センタ
ー 

日本赤十字社  

福岡赤十字病院  

弘前大学医学部附属病
院  

国立研究開発法人  

国立国際医療研究センタ
ー 

市立砺波総合病院  
独立行政法人  国立病院機構  

大阪医療センター 
独立行政法人  地域医療機能推進機
構  

福岡ゆたか中央病院  

青森県立中央病院  
医療法人財団  明理会  

新松戸中央総合病院  富山県立中央病院  市立ひらかた病院  佐賀県  

青森市民病院  
独立行政法人  労働者健康安全機構  

千葉ろうさい病院  
社会福祉法人  恩賜財団  済生会  

富山県済生会富山病院  兵庫県  
佐賀大学医学部附属病
院  

岩手県  
独立行政法人  地域医療機能推進機
構  

千葉病院  

富山県厚生農業協同組合連合会  

高岡病院  
独立行政法人  労働者健康安全機構  

関西ろうさい病院  
地方独立行政法人  佐賀県医療センタ
ー  

好生館  

岩手県立中央病院  
医療法人  沖縄徳洲会  

千葉徳洲会病院  石川県  
独立行政法人  労働者健康安全機構  

神戸労災病院  
独立行政法人  国立病院機構  

嬉野医療センター  

宮城県  東京都  金沢医科大学病院  兵庫医科大学病院  長崎県  

みやぎ県南中核病院  町田市民病院  金沢大学附属病院  
日本赤十字社  

神戸赤十字病院  
医療法人  厚生会  

虹が丘病院  

福島県  
社会医療法人財団  大和会  

東大和病院  
国民健康保険  

小松市民病院  公立宍粟総合病院  
社会福祉法人  恩賜財団  済生会支部  

済生会長崎病院  

いわき市医療センター 
一般財団法人  博慈会  

博慈会記念総合病院  石川県立中央病院  野田消化器科クリニック 熊本県  

 田坂記念クリニック 
金沢医科大学  

氷見市民病院  
国立大学法人  

神戸大学医学部附属病
院  

熊本大学医学部附属病
院  

甲信越支部  
一般社団法人  

至誠会  第二病院  福井県  
社会福祉法人  恩賜財団  済生会  

兵庫県病院  
日本赤十字社  

熊本健康管理センター  

新潟県  
医療法人社団  明芳会  

板橋中央総合病院  市立敦賀病院  奈良県  
国家公務員共済組合連合会  

熊本中央病院  

長岡赤十字病院  神奈川県  公立丹南病院  

公益財団法人  

天理よろづ相談所病院  
日本赤十字社  

熊本赤十字病院  

山梨県  
医療法人社団  緑成会  

横浜総合病院   大和高田市立病院  大分県  
山梨大学医学部附属病
院  

独立行政法人  労働者健康安全機構  

横浜労災病院  四国支部  市立奈良病院  
大分大学医学部附属病
院  

長野県  川崎市立川崎病院  徳島県  和歌山県  
医療法人  新生会  

高田中央病院  
信州大学医学部附属病
院  大和市立病院  徳島大学病院  

社会福祉法人  恩賜財団  済生会  

有田病院  宮崎県  

飯田市立病院  
独立行政法人  労働者健康安全機構  

関東労災病院  愛媛県   鮫島病院  

長野市民病院   
独立行政法人  国立病院機構  

四国がんセンター   沖縄県  
日本赤十字社  

安曇野赤十字病院   高知県   
琉球大学医学部附属病
院  



日本赤十字社  

飯山赤十字病院   
医療法人  

三和会国吉病院   
社会医療法人  友愛会  

豊見城中央病院  
長野医療生活協同組合  

長野中央病院   
高知県・高知市病院企業団立  

高知医療センター 
 
 

 
社会医療法人  友愛会  

健康管理センター 

    
地方独立行政法人  

那覇市立病院  

 


