
既存試料・情報を用いる研究についての情報公開 

 

本学では、医学系研究に協力して下さる方々（以下研究対象者）の利益と安全を守り、安心して研究

に参加していただくように心がけております。こちらに記載されている研究については、既存の研究の

目的のため収集・保存された試料・情報を用いる研究で、直接研究対象者からインフォームド・コンセ

ントを取得することが困難であるため、情報公開をさせていただいております。 

 こちらの文書は研究対象者の皆様に、情報公開をするとともに、研究参加を拒否または同意撤回の機

会を保障する為のものになります。 

なお、研究参加を拒否または同意撤回されても一切の不利益はないことを明記させていただきます。 
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本研究の目的及び意義 
当院では、公的な研究費（日本医療研究開発機構研究費 難治性疾患実用化 研究事業及び

国際医療研究開発費）により全国の多数の大学や病院と共同して、原発性アルドステロン症、

褐色細胞腫、クッシング症候群、ACTH 非依存性大結節性副腎過形成、非機能性副腎腫瘍の診

療水準を向上するための研究を行っています。 
本研究の目的は、多数の患者様の診療情報、病理組織、血漿を利用することにより、原発性

アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、ACTH 非依存性大結節性副腎過形成など

の難治性副腎疾患の診療水準向上に役立つ検査法、判断法、治療法を確立することです。 
 
研究の方法 

本研究は、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、ACTH 非依存性大結



節性副腎過形成、非機能性副腎腫瘍といった副腎疾患を有する患者様に対する観察研究です。

熊本大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科でこれらの疾患と診断された患者様の医療

情報を匿名化された状態で症例登録用 WEB に入力し、全国規模で収集したデータとともに解

析する予定です。 
収集する医療情報は、日常診療で得られた身体所見や採血データ、画像データ、病理所見な

どであり、本研究のためだけに新たに検査等を行うことはありません。収集されたデータは外

部委託した組織に依頼し、データの暗号化を行い、外部から不正なアクセスがされても医療情

報が漏れないよう安全に保存いたします。 
本研究は UMIN 臨床試験登録システム（UMIN Clinical Trial Registry, UMIN-CTR）に登録し

て情報公開しています（試験 ID：UMIN000032525）。 
本研究はヘルシンキ宣言、臨床研究法（平成 30 年 3 月施行）、「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」（平成 26 年 12 月 22 日施行、平成 29 年 2 月 28 日一部改正、文部科学省・

厚生労働省）に準拠して実施いたします。 
 

研究期間 

大学院生命科学研究部長（医学部附属病院長）承認の日 から 2021 年 3 月 31 日まで 
 

試料・情報の取得期間 

2006 年 1 月から 2018 年 12 月までの間に熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内

科で原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、サブクリニカルクッシング症

候群、ACTH 非依存性大結節性副腎皮質過形成、もしくは非機能性副腎腫瘍と診断された患者

様の医療情報を大学院生命科学研究部長（医学部附属病院長）承認の日から 2021 年 3 月 31 日

まで取得します。 
 

研究に利用する試料・情報 

研究の方法 

対象となる患者様：2006 年 1 月から 2018 年 12 月までに原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、

クッシング症候群、ACTH 非依存性大結節性副腎過形成などの難治性副腎疾患と診断された

患者様および「重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデンス構築」

（JPAS）に関する研究に参加いただいた患者様です。 
利用させていただく内容 

1）診療情報：原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、ACTH 非依存性大

結節性副腎過形成などの難治性副腎疾患あるいは本態性高血圧の診断のために実施された

検査（血液検査、尿検査、負荷試験、心電図、レントゲン、CT スキャンなど）、治療内容と

経過などです。これらの検査や治療はすべて学会のガイドラインに沿って、通常の診療の一

貫として実施されたものです。 
2）医療費に関するレセプト情報 
3）試料 



（1）副腎の病理組織標本の使用：手術後に保存されている病理組織を、通常及び特殊な染

色による解析に使用させていただきます。 
（2）血液試料の使用：副腎静脈サンプリングにおける診療目的でのホルモン測定後に残っ

た血漿試料を、その他のホルモンや蛋白の解析に使用させていただきます。 

患者様の診療情報の保管および廃棄 
保管 

本研究では、①収集した試料・情報、②試料・情報の提供に関する記録（機関長への届出

書）、③対応表、の4点を適切に保管します。 
① 収集した試料・情報：収集した情報は構築されたWEBに入力・保管しますが、情報の

収集に調査票を用いた場合は入力後に適切に破棄いたします。データを適切に保管する

ため、セキュリティシステムの保持、データバックアップの実施、データの真正性、保

存性、見読性の保持に留意します。研究全体の終了日から5年を経過した日又は当該研

究の結果の最終の公表について報告された日から3年を経過した日のいずれか遅い日ま

での期間、担当者が責任者として厳重に保管いたします。病理標本、血漿サンプルは各々

解析担当施設（および研究代表者施設）において解析担当者が責任者（研究代表者施設

では研究代表者）として厳重に保管します。 
② 試料・情報の提供に関する記録（他の研究機関への試料・情報の提供に関する機関長

への届出書）を作成し、試料・情報を提供する場合は提供した日から3年を経過した日

までの期間、試料・情報の提供を受ける場合は当該研究の終了について報告された日か

ら5年を経過した日までの期間、適切に保管します。 
③ 対応表：当該研究機関の研究責任者（荒木栄一および河島淳司）は、匿名化された情

報に関する対応表を施設の手順書に従って、適切に保管いたします。 
廃棄 

保存期間が終了後、特定の個人を識別することができないようにするための適切な措置

（データ削除、シュレッダー処理、人体試料はオートクレーブ処理）を講じて廃棄いたしま

す。 
 

個人情報の取扱い 

当院の研究担当者である河島の責任のもと、患者様に対して熊本大学医学部附属病院の患者様

ID とは異なる通し番号を割り当て、当院の電子カルテ内のフォルダ（暗証番号によるロック機能

あり）内にある Excel ファイル（暗証番号によるロック機能あり）内に患者様のお名前と患者様 ID

とともに本研究における通し番号を保存いたします。 

匿名化された診療情報を代表施設へ提供する際は、症例登録用 WEB を用いて、調査項目を入力

します。システム構築、データ登録されたデータのセキュリティおよび保全は EP クルーズ株式会

社（兼 イーピーエス株式会社）（〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6 番 29 号 アクロポリス東京

ビル 3 階 TEL 03-5684-7767）が行い、データの暗号化、ファイアウォールの導入、逐次保存を行

います。 

病理組織免疫染色は当院から副腎組織未染色標本を解析実施施設である埼玉医大国際医療セン



ター 泌尿器腫瘍科（担当：西本 紘嗣郎）あるいは国立病院機構函館病院 病理診断科（担当：木

村伯子）に送付し、解析を実施いたします。 

本研究で得られた内容および成果について学術論文や学会発表で公表することがありますが、

「カルテ番号、氏名、住所、電話番号」など、個人を特定できるような情報は完全に保護（匿名化）

され、公表されることはありません。 
 

研究成果に関する情報の開示・報告・閲覧の方法 

本研究はUMIN臨床試験登録システム（UMIN Clinical Trial Registry, UMIN-CTR）に登録して

情報公開しています（試験ID：UMIN000032525）。また、本研究は熊本大学大学院生命科学

研究部代謝内科学、国立病院機構京都医療センターおよび難治性副腎疾患プロジェクト（URL 
http://www.adrenal.jp）のホームページにも研究概要を公開しています。 

本研究による知的財産権は、研究主催者である独立行政法人国立病院機構と研究資金提供組

織である日本医療研究開発機構に帰属し、本研究に参加した患者様がその権利を持つことはあ

りません。 
患者様などから研究に関する何らかの問い合わせや相談などがあった場合は、研究担当者で

ある糖尿病・代謝・内分泌内科の河島が対応いたします。 
 

利益相反について 

本研究は、日本医療研究開発機構研究費および国際医療研究開発費を用いて行われる予定です

が、本研究に携わる全研究者によって公正に費用を使って研究が行われます。本研究の利害関係の

公正性については、熊本大学大学院生命科学研究部等臨床研究利益相反審査委員会の承認を得てお

ります。 

今後も、当該研究経過を熊本大学生命科学研究部長へ報告すること等により、利害関係の公正性

を保ちます。 

 

本研究参加へのお断りの申し出について 

本研究への参加（診療情報・試料の利用・提供）を希望されない場合は、本研究に対する協

力をいつでも辞退することができます。また、参加いただけない場合でも、患者様に不利益は

一切かかりません。 
参加を希望されない場合もしく同意撤回をされる場合は、外来主治医もしくは下記までご連

絡ください。 
 

本研究に関する問い合わせ 

研究管理者：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 河島淳司 

住所：〒860-8556 熊本市中央区本荘 1-1-1  熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 

電話 096-373-5169 もしくは 096-373-7057 
 


