
十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究 
 

１．研究の対象 

2008年 1月 1日から 2017年 12月 31日までの間に当院および日本肝胆膵外科学会専門制度認定修

練施設から募った研究参加施設で十二指腸癌に対し外科的切除術を受けられた患者さん 

２．研究目的・方法 

この研究は、診療録（カルテ）の調査により情報を収集する後ろ向き研究です。 

目  的 ：十二指腸癌は稀な疾患であるため、詳細な病態や適切な治療方針はいまだ不明です。そこで、

当院および日本肝胆膵外科学会専門制度認定修練施設で十二指腸癌に対して外科的治

療を受けられた患者さんの治療成績を検証し、術式や補助化学療法を含む、より適切な十二

指腸癌治療指針を検討することが目的です。 

方  法 ：十二指腸癌に対し外科的切除術を受けられた患者さんを対象に、臨床情報を集積して検討し

ます。  

研究期間：承認日から 2021年 12月 31日まで 

３．研究に用いる情報の種類 

試  料 ：なし 

情  報 ：臨床所見（年齢、性別、身長、体重、診断名、血液検査結果、治療内容、再発時期、再発

部位、死亡時期、死亡原因）、画像所見、病理所見 

４．外部への試料・情報の提供 

『研究の対象』で記載した患者さんの診療情報を電子カルテから抽出し、臨床情報を症例報告書（エクセルフ

ァイル）に記載し、奈良県立医科大学 消化器・総合外科学 医局へメール送信します。 

研究に利用する情報には個人情報が含まれますが、院外に提出する場合には、お名前、住所など、個人を直

ちに判別できる情報は削除し、研究用の番号を付けます。また、研究用の番号とあなたの名前を結び付ける対

応表を当院の研究責任者が作成し、情報提供の拒否の申し出があった場合や、診療情報との照合などの目

的に使用します。対応表は、研究責任者が責任をもって適切に管理し、院外へ持ち出すことはありません。 

情報は、当院の研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。研究成果は学会や学術雑誌で発表され

ますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。 

５．研究組織 

【研究代表者】 

庄 雅之 

奈良県立医科大学 消化器・総合外科 教授  

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 

TEL：0744-22-3051，FAX：0744-24-6866 



【データセンター】 

井岡 真理子  

奈良県立医科大学 消化器・総合外科学 医局 

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840番地 

TEL: 0744-22-3051 内線 3419 

 

【研究協力機関】 

奈良県立医科大学 消化器・総合外科 ほか研究共同機関 137機関（別添参照） 

６．お問い合わせ先 

本研究に関するご質問等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及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及

び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出ください。 

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としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が

生じることはありません。 

   

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

当院の研究責任者：八尾市立病院 外科 医長 橋本 安司 

〒581-0069大阪府八尾市龍華町一丁目 3番 1号 

TEL：072-922-0881，FAX：072-924-4820 

 

研究代表者：奈良県立医科大学 消化器・総合外科 教授 庄 雅之 

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 

TEL：0744-22-3051，FAX：0744-24-6866 

 

研究事務局：奈良県立医科大学 消化器・総合外科 診療助教 中川 顕志 

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 

TEL：0744-22-3051 FAX：0744-24-6866 



別添 共同研究機関及び責任者一覧 

施設名 診療科名 担当者 

済生会吹田病院 消化器・乳腺外科 寒原芳浩 

名古屋大学医学部附属病院 腫瘍外科 水野隆史 

兵庫県立がんセンター 消化器外科 藤野泰宏 

香川大学医学部附属病院 消化器外科 岡野圭一 

福井大学医学部附属病院 第一外科 村上 真 

京都第二赤十字病院 外科 谷口弘毅 

東京慈恵会医科大学附属病院第三病院 外科 岡本友好 

川崎市立川崎病院 内視鏡室 相浦浩一 

東京慈恵会医科大学附属病院 肝胆膵外科 古川賢英 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 外科 薄葉輝之 

市立豊中病院 外科・消化器外科 野口幸藏 

三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 水野修吾 

大阪府済生会中津病院 外科・消化器外科 新関 亮 

弘前大学医学部附属病院 消化器外科 石戸圭之輔 

名古屋市立大学病院 消化器・一般外科 松尾洋一 

亀田総合病院 消化器外科 山田成寿 

勤医協中央病院 消化器外科 吉田 信 

仙台厚生病院 消化器外科 乙供 茂 

九州大学病院 第一外科 森 泰寿 

久留米大学病院 消化器外科 久下 亨 

京都桂病院 消化器センター・外科 西躰隆太 

大阪国際がんセンター 消化器外科 和田浩志 

新潟県立中央病院 外科 青野高志 

北野病院 消化器外科 内田洋一朗 

近畿大学医学部附属病院 外科 松本逸平 

君津中央病院 外科 海保 隆 

長野市民病院 消化器外科 関 仁誌 

金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科学 田島秀浩 

浜松医科大学医学部附属病院 第二外科 坂口孝宣 

福島県立医科大学附属病院 肝胆膵・移植外科 丸橋 繁 

広島大学病院 第一外科 中川直哉 

福井県済生会病院 外科 寺田卓郎 

岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 今井 寿 

奈良県総合医療センター 消化器・肝臓・胆のう・膵臓外科 高 済峯 



熊本赤十字病院 外科 横溝 博 

大分大学医学部附属病院 消化器外科 平下禎二郎 

東京医科歯科大学医学部附属病院 肝胆膵外科 小川康介 

静岡県立静岡がんセンター 肝胆膵外科 大木克久 

九州がんセンター 肝胆膵外科 杉町圭史 

高知大学医学部附属病院 消化器外科 並川 努 

北海道大学病院 消化器外科Ⅱ 海老原裕磨 

大垣市民病院 外科・消化器外科・小児外科・乳腺外科 前田敦行 

岡山済生会総合病院 外科 三村哲重 

和歌山県立医科大学附属病院 外科学第２講座 岡田健一 

虎の門病院 消化器外科 橋本雅司 

山形大学医学部附属病院 第一外科 高橋良輔 

岩国医療センター 外科・消化器外科・乳腺外科 木村裕司 

横浜市立大学附属病院 消化器・腫瘍外科 小坂隆司 

豊橋市民病院 一般外科 平松和洋 

北里大学病院 肝胆膵外科 田島 弘 

防衛医科大学校病院 肝・胆・膵外科 永生高広 

東北大学病院 総合外科 肝胆膵・移植グループ 川口 桂 

総合南東北病院 消化器センター 阿部 幹 

山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学 永野浩昭 

兵庫医科大学 肝・胆・膵外科 鈴村和大 

札幌厚生病院 外科 田原宗徳 

前橋赤十字病院 外科 荒川和久 

広島市立広島市民病院 外科 塩崎滋弘 

JA尾道総合病院 外科･内視鏡外科･肛門科 天野尋暢 

日本大学医学部附属板橋病院 消化器外科 中山壽之 

JA広島総合病院 外科 佐々木 秀 

国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科 後藤田直人 

大阪医科大学 一般・消化器外科学教室 廣川文鋭 

愛知県がんセンター 消化器外科部 奥野正隆 

呉医療センター・中国がんセンター 外科 首藤 毅 

宮崎大学医学部附属病院 肝胆膵外科 旭吉雅秀 

市立秋田総合病院 理事兼副院長 佐藤 勤 

群馬県済生会前橋病院 外科・腹腔鏡外科センター 細内康男 

新潟県立新発田病院 外科 塚原明弘 

鹿児島大学病院 消化器・乳腺・甲状腺外科 田上聖徳 

熊本大学医学部附属病院 消化器外科 山下洋市 



杏林大学医学部附属病院 消化器・一般外科 鈴木 裕 

福山市民病院 消化器外科、肝胆膵外科 日置勝義  

神戸市立医療センター中央市民病院 外科 北村好史 

埼玉県立がんセンター 消化器外科 網倉克己 

神奈川県立がんセンター 肝胆膵外科 森永聡一郎 

北九州市立医療センター 消化器外科、内視鏡外科 小薗真吾 

富山県立中央病院 外科 天谷公司 

東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・肝胆膵外科 千葉斉一 

長崎医療センター 外科 黒木 保 

熊本地域医療センター 外科 杉田裕樹 

東京女子医科大学 消化器外科学（消化器・一般外科） 樋口亮太 

JCHO九州病院 肝胆膵外科 川本雅彦 

春日井市民病院 外科 山田美保子 

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科（肝胆膵外科） 渡邉幸博 

武蔵野赤十字病院 外科 高松 督 

島根大学医学部 消化器総合外科 川畑康成 

大阪赤十字病院 消化器外科 森 章 

新潟大学 消化器一般外科 廣瀬雄己 

富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 吉岡伊作 

茨城県立中央病院 地域がんセンター 診療情報室 須能まゆみ 

愛媛県立中央病院 消化器外科 河﨑秀樹 

慶応義塾大学 外科学教室 一般・消化器外科 北郷 実 

名古屋セントラル病院 消化器外科 大島健司 

大阪大学医学部附属病院 消化器外科 岩上佳史 

天理よろづ相談所病院 消化器外科 待本貴文 

東京医科大学茨城医療センター 消化器外科 鈴木修司 

八尾市立病院 外科 橋本安司 

群馬大学医学部附属病院 総合外科学講座 肝胆膵外科学分野 新木健一郎 

市立函館病院 消化器外科 中西一彰 

自治医科大学付属さいたま医療センター 外科 渡部文昭 

北海道消化器科病院 外科 田本英司 

大阪警察病院 消化器外科 古川健太 

自治医科大学 消化器一般外科 三木 厚 

大分県立病院 外科 宇都宮 徹 

市立宇和島病院 外科 中村太郎 

愛媛大学 肝胆膵移植外科 坂元克考 

岩手医科大学 肝胆膵移植外科 片桐弘勝 



国立病院機構大阪医療センター 外科 宮本敦史 

聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科 小林慎二郎 

いわき市医療センター 外科 吉田 寛 

山形県立中央病院 外科 飯澤 肇 

大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科 金沢景繁 

堺市立総合医療センター 肝胆膵外科 中平 伸 

ベルランド総合病院 肝胆膵外科 小川雅生 

磐田市立総合病院 外科 落合秀人 

帝京大学 外科（肝胆膵） 川村幸代 

獨協医科大学埼玉医療センター 外科 野呂拓史 

東京医科大学病院 消化器外科 刑部弘哲 

藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科 浅野之夫 

旭川医科大学 外科 今井浩二 

福山医療センター 消化器外科 北田浩二 

大津赤十字病院 外科 廣瀬哲朗 

藤田医科大学 外科 安田 顕 

秋田大学医学部附属病院 消化器外科 打波 宇 

栃木県立がんセンター 肝胆膵外科 富川盛啓 

信州大学医学部附属病院 外科 清水 明 

昭和大学病院 消化器・一般外科 青木武士 

松山赤十字病院 外科 的野る美 

東邦大学医療センター大森病院 外科 前田徹也 

関西医科大学 胆膵外科 里井壯平 

関西労災病院 肝・胆・膵外科 武田 裕 

名古屋第一赤十字病院 一般消化器外科 三宅秀夫 

東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 有田淳一 

岡山大学病院 消化器外科学 黒田新士 

がん研究会有明病院 肝・胆・膵外科 伊藤寛倫 

東京大学医学部附属病院 胃食道外科 山下裕玄 

 


