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統合レジストリによる多発性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の構築に関
する研究 

 

2014年から 2020年までに多発性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患のために通院ないし入院された患者さん 

 

 

研究協力のお願い 

当科では「「統合レジストリによる多発性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の構築に関する研究」という

研究を倫理委員会の承認並びに院長の許可のもと、倫理指針及び法令を遵守して行います。この研究は、他の研究機関と

の共同研究として、2014 年 8月 1 日より 2020 年 3 月 31 日までに神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科にて、多発

性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患のために通院ないし入院された患者さんの病状を調査する研究で、研究目的や研究方

法は以下の通りです。本調査で用いた情報は、共同研究機関へ提供させていただきます。直接のご同意はいただかずに、こ

の掲示によるお知らせをもって実施いたします。皆様方におかれましては研究の主旨をご理解いただき、本研究へのご協

力を賜りますようお願い申し上げます。この研究へのご参加を希望されない場合、途中からご参加取りやめを希望される

場合、また、研究資料の閲覧・開示、個人情報の取り扱い、その他研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡下

さい。 

 

（１）研究の概要について 

研究課題名：統合レジストリによる多発性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の構築に関する研究 

研究期間：研究実施許可日～2024 年 3 月 31 日 

研究責任者：日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 桑名 正隆 

 

（２）研究の意義、目的について 

本研究は、多発性筋炎／皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療の普及、患者さんの生活レベルのさらなる向上や生命予

後の改善を図ることができるように、発症の予防法や、病気の診断や治療の新しい方法を開発することを目的とします 

 

（３）研究の方法について（研究に用いる試料・情報の種類および外部機関への提供について） 

2014 年 8 月 1 日より 2020 年 3 月 31 日までに神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科にて多発性筋炎／皮膚筋炎関連

間質性肺疾患のために通院ないし入院された患者さんのうち、診断時期によって、いずれかの研究に分かれております。 

・2011 年から 2015 年に診断された患者さん→後向き観察研究（JAMI-E）へのご参加 

・2016 年 1 月から 2021 年 8月に診断された患者さん→後向き観察研究（JAMI-2R）へのご参加 

以下の試料・情報を収集、使用いたします。 

JAMI-E の方について： 

試料：なし 

情報：年齢、性別、治療内容、最終受診日、間質性肺疾患の再発の有無と回数、併発症の有無、コンピューター断層撮影に

よる肺画像の推移等 

JAMI-2R の方について： 

試料：なし 

情報：年齢、性別、血液検査、肺画像（X 線やコンピューター断層撮影）、肺機能（肺活量）、治療内容、最終受診日、間質

性肺疾患の再発の有無と回数、併発症の有無、CT による肺画像の推移等 

情報は、セキュリティ管理された電子ファイルに入力を行い、研究グループが管理するサーバーへ電子的に収集されま

す。各研究機関から収集された試料・情報を用いて、研究グループが統計学的に解析し、治療実情の解明、病状の再燃や長

期予後についての検討を行います。 

 

（４）共同研究機関（試料・情報を利用する者の範囲および試料・情報の管理について責任を有する者） 

研究代表機関：日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 

研究全体の責任者：日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 部長・大学院教授 桑名 正隆 

その他の共同研究機関：別添資料１ 

 

（５）個人情報保護について 
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研究にあたっては、個人を直接特定できる情報は使用いたしません。また、研究発表時にも個人情報は使用いたしません。

その他、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省・経済産業省）」および「同・

倫理指針ガイダンス」に則り、個人情報の保護に努めます。 

 

（６）研究成果の公表について 

この研究成果は学会発表、学術雑誌などで公表いたします。 

 

（７）当院における問い合わせ等の連絡先 

〒653-0013 

神戸市長田区一番町二の四 

神戸市立医療センター西市民病院 呼吸器内科部長 

冨岡洋海 

電話 （078）576—5251   FAX （078）576—5358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 9-2（付 210527）  

その他の研究共同機関（令和 3年 12月 5日現在）別添資料１ 

大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 助教      尾崎 貴士 

大阪医科薬科大学病院 リウマチ膠原病内科 診療准教授  武内 徹 

沖縄県立中部病院 呼吸器内科 部長        喜舎場 朝雄 

川崎市立川崎病院 リウマチ膠原病・痛風センター  所長     田口 博章 

北里大学医学部膠原病・感染内科学 教授     山岡 邦宏 

京都大学大学院医学研究科 臨床免疫学 教授     森信 暁雄  

近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科 講師     西山 理 

九州大学病院免疫・膠原病・感染症内科 助教    小野 伸之 

群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 診療教授  前野 敏孝 

慶應義塾大学リウマチ・膠原病内科 教授    金子 祐子 

結核予防会複十字病院呼吸器センター センター長 田中 良明 

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科学 講師    谷口 義典 

神戸市立医療センター西市民病院  副院長兼呼吸器内科部長 冨岡洋海 

神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科 部長        富井 啓介 

神戸市立医療センター中央市民病院 膠原病・リウマチ内科 部長        大村 浩一郎 

公立陶生病院  副院長   近藤 康博 

国立病院機構近畿中央呼吸器センター臨床研究センター 臨床研究センター長 井上 義一 

済生会熊本病院 呼吸器センター 呼吸器内科部長 一門 和哉 

埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科 教授     天野 宏一 

埼玉医科大学病院 呼吸器内科 教授    永田 真 

佐賀大学医学部附属病院 放射線科 助教 江頭 玲子 

札幌医科大学附属病院 呼吸器・アレルギー内科 教授 千葉 弘文 

JA愛知厚生連海南病院 膠原病内科  代表部長  佐々木 謙成 

順天堂大学 膠原病内科 教授    田村 直人 

順天堂大学浦安病院膠原病・リウマチ内科 准教授   池田 圭吾 

大同病院 膠原病リウマチ内科 医員    伊藤 孝典 

千葉大学大学院医学研究科アレルギー・臨床免疫学 講師    池田 啓 

天理よろづ相談所病院 呼吸器内科 部長 羽白 高 

東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科学 教授    保田 晋助 

東京慈恵会医科大学附属病院リウマチ・膠原病内科 講師     吉田 健 

東京慈恵会医科大学柏病院 リウマチ・膠原病内 助教     浮地 太郎 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター呼吸器内科 講師       関  好孝 

東京都立多摩総合医療センターリウマチ膠原病科  部長      島田  浩太 

東邦大学医療センター大橋病院膠原病リウマチ科 教授      亀田 秀人 

東邦大学医療センター大森病院膠原病科 助教      渡邊 萌理 
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徳島大学大学院医歯薬学研究部 呼吸器・膠原病内科学分野 教授      西岡  安彦 

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 臨床研究部長  大島  至郎 

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター  院長      河村 哲治 

獨協医科大学 リウマチ・膠原病内科 教授      倉沢 和宏 

長崎大学病院呼吸器内科 教授          迎  寛 

名古屋市立大学病院 リウマチ・膠原病内科  部長・准教授 難波 大夫 

名古屋大学皮膚科 准教授      室  慶直 

新潟大学医歯学総合病院 呼吸器・感染症科 特任助教     島  賢治郎 

新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科 助教     小林  大介 

福井大学医学部附属病院呼吸器内科 講師     早稲田 優子 

福岡赤十字病院 膠原病内科 部長      井上 靖 

福島県立医科大学医学部呼吸器内科学講座 准教授     谷野 功典 

藤田医科大学医学部 リウマチ・膠原病内科学講座 教授     安岡 秀剛 

和歌山県立医科大学附属病院 リウマチ・膠原病科 教授      藤井  隆夫 

山形済生病院呼吸器内科 医員      西塚 碧 

山口大学大学院医学研究科器官病態内科学 助教         渋谷 正樹 

横浜市立大学大学院医学研究科・幹細胞免疫制御内科学 講師     桐野 洋平 

横浜市立大学附属病院 皮膚科  教授     山口 由衣 

  


