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患者さんへ 

「メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患の病態解明のための 

多施設共同研究」について 
1．はじめに  

臨床研究とはより良い診断や治療のために医学的なデータを得るさまざまな研究のことを言います。 

今回の研究は、診療記録・画像検査・血液検査等を用いて調査する研究です。リウマチ治療薬の薬剤情 

報、病気の診断に使われた病理プレパラートと呼ばれる試料を用いて解析を行います。 

 

2． 研究について 
【目的】本研究は、メトトレキサート治療による関節リウマチ患者さんとリンパ増殖性疾患の関係を明らか

にすることを目的とします。 

【対象】2022年12月まで、当院に通院、入院されているリンパ増殖性疾患を発症された関節リウマチ患

者さん。「メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患発症予測因子の同定」研究にご参加いただ

いた患者さん。 

【方法】＜研究に用いる試料・情報の種類＞ 

   ・研究対象者背景（生年月、性別、既往歴）等  ・画像診断（単純 X 線、CT、PET、MRI）等  

・臨床検査 血液学的検査、血液生化学検査   ・病理学的検査（組織診・細胞診）等    

・診療情報の種類：リンパ増殖性疾患に対する診療：（主訴、発症年齢、組織型、原発部位、転帰）等  

関節リウマチに対する診療：（発症時年齢、MTX・生物製剤服用の有無）等  

＜研究に用いる試料・情報の提供方法＞ 

    提供先：国立病院機構大阪南医療センター   提供方法：紙媒体で提供先へ郵送します。 

【研究予定期間】西暦2023年3月31日までの予定です。 

【研究組織】国立病院機構大阪南医療センターが主体となり研究を実施します。 

【共同研究機関】国立病院機構大阪南医療センター 病理診断科医長 星田義彦 等 

その他、ホームページ（ https://hoshigaoka.jcho.go.jp/ ）をご参照ください。 

 
3．プライバシーの保護  

この研究で得られた情報を取りまとめるために、共同研究機関等にあなたの情報を提供しますが、あな

たを特定できる情報は記載しません。また、この研究結果は学会や医学雑誌などに発表されることがあ

りますが、個人が特定できないように配慮され、あなたのお名前や住所などが明らかになるようなこと

はありません。集計された結果は国内外の学会や論文誌上で発表し、研究に用いられた情報は研究終了

５年後に廃棄いたします。 

 

4．研究への参加について 

この研究の対象者に該当する可能性のある方で、情報を研究目的に利用されることを希望されない場合

は、遠慮なく責任医師にお伝えください。たとえお断りになっても今後の治療において不利益を受ける

ことはありません。 

 
5．責任医師への連絡 

この研究について、心配なことや、わからないことがあれば、 

いつでも遠慮なく責任医師に申し出てください。 

患者さんのご希望があれば、この研究計画書及び研究方法に関する資料を 

入手または閲覧することができます。 

  担当診療科：      星ヶ丘医療センター 整形外科        

  責任医師名：     椚座 康夫                 

  連絡先電話番号：  072－840－2641           

 

 

https://hoshigaoka.jcho.go.jp/
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【共同研究機関】 

国立病院機構（National Hospital Organization） 

施設名 所属・職名 研究責任者 

NHO 旭川医療センター   リウマチ科医長 平野史倫 

NHO 北海道がんセンター 臨床検査科科長 鈴木宏明 

NHO 北海道医療センター    リウマチ科医長    市川健司 

NHO 函館病院 病理診断科科長      木村伯子 

NHO 盛岡医療センター    副院長    千葉実行 

NHO 仙台医療センター 臨床検査科科長 鈴木博義   

NHO 茨城東病院 病理診断部部長   南優子 

NHO 下志津病院 リウマチ膠原病センター長 杉山隆夫 

NHO 東京医療センター リウマチ抗原病内科医長 岡野裕 

NHO 東京病院 院長 當間重人 

NHO 災害医療センター 膠原病・リウマチ内科医長 満尾晶子 

NHO 相模原病院 病理診断科長 齋藤生朗 

NHO 横浜医療センター 臨床検査部部長 新野史 

NHO 信州上田医療センター 研究検査科科長 前島俊孝 

NHO まつもと医療センター 臨床検査科科長 板垣裕子 

NHO 金沢医療センター    臨床検査科部長    川島篤弘   

NHO 名古屋医療センター   病理診断科医長     西村理恵子 

NHO あわら病院 病院長    津谷寛   

NHO 大阪刀根山医療センター    整形外科・リウマチ科医長 高樋康一郎  

NHO 近畿中央呼吸器センター 臨床検査科・病理診断科科長 笠井孝彦 

NHO 南和歌山医療センター   臨床検査科・病理診断科科長 北市正則  

NHO 姫路医療センター   リウマチ科医長    岡本享 

NHO 岡山医療センター 臨床検査科科長       神農陽子   

NHO 岩国医療センター     臨床検査科長   守都敏晃 

NHO 四国がんセンター    病理科医長     寺本典弘   

NHO 呉医療センター・中国がん

センター 

病理診断科科長 倉岡和矢   

NHO 広島西医療センター     臨床検査科科長 立山義朗 

NHO 福岡病院      リウマチ科医長    吉澤滋   

NHO 九州がんセンター   病理診断科医長   田口健一   

NHO 九州医療センター      膠原病内科医長   宮村知也 

NHO 大分医療センター   臨床検査部部長       森内昭  

NHO 嬉野医療センター     教育研修部部長   内藤愼二  

NHO 長崎医療センター 臨床検査科部長    伊東正博   

NHO 別府医療センター リウマチ科医長 末永康夫   

NHO 熊本医療センター 病理診断科部長   村山寿彦  
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NHO 熊本南病院     院長 長倉祥一  

NHO 熊本再春荘医療センター    統括診療部部長    森俊輔 

NHO 都城医療センター 整形外科医長       吉川教恵  

NHO 鹿児島医療センター 病理診断科部長   野元三治  

 

NHO 以外の医療機関  

施設名 所属・職名 研究責任者 

第二大阪警察病院   膠原病・リウマチ科 比嘉慎ニ 

姫路赤十字病院       第一血液・腫瘍内科部長 平松靖史  

松山赤十字病院      総合内科部長 藤崎智明 

東京都立駒込病院      膠原病科医長      瀬戸京吾  

東京都立多摩総合医療センター リウマチ内科   島田浩太  

府中病院   リウマチ・膠原病科部長 菅谷壽晃 

兵庫医科大学        内科学リウマチ・膠原病科教授 松井聖 

住友病院   リウマチ内科診療部長 北野将康 

北野病院 リウマチ膠原病内科部長 井村嘉孝  

横浜南共済病院                      病院長 長岡章平 

県立加古川医療センター リウマチ膠原病センター部長 吉原良祐 

新潟県立リウマチセンター         整形リウマチ科診療部長 阿部麻美 

星ヶ丘医療センター                   整形外科 椚座康夫 

赤穂中央病院                       副院長 矢部博樹 

 

他、現在 50 施設を目処に追加予定。  

 


