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研究番号 1417 号 承認日 2021 年 8 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日～2022 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

MASTER DAPT試験 

MAnagement of high bleeding risk patients post bioresorbabl

e polymer coated STEnt implantation with an abbReviated ver

sus prolonged DAPT regimen –  MASTER DAPT 

生分解性ポリマーコーティングステント留置後の高出血リスク患

者における短期的および長期的な2剤による抗血小板療法（DAPT）

レジメンの検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究の目的は、現在のガイドライン（GL）および使用説明書（IFU）

の枠内で、高出血リスク（HBR）の特徴を有する患者における生分

解性ポリマーコーティング Ultimaster シロリムス溶出ステント留

置後の短期的 DAPT レジメン（1 ヶ月）と長期的 DAPT レジメン（3

～12ヶ月）を比較することである。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

尾崎 行男 

藤田保健衛生大学 循環器内科学Ⅰ教室 主任教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
循環器内科・部長・樋口 義治・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他 

（テルモ㈱との委託契約） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究 

（観察研究） 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査につい

て〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

・監査実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は大阪警察病院循環器内科で

保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、

すべてを破棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は

患者情報を匿名化してからでしか発表されない。これらの患者情報

は前記の予定された解析結果の最終報告から５年間保存する。）□

なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

PCI手技は単回の処置または計画された Staged PCIの最終 PCIのい

ずれかである。 
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PCI後の選択基準 

18歳以上の患者で、以下の基準を満たす場合に、本研究へ参加する

ことが可能である。 

1) HBR基準（後述の定義による）を少なくとも 1つ満たす 。 

2) ルーチンの診療において、すべての病変について

Ultimaster ステントによる治療が成功している。すなわち、

処置後の血管造影検査において目測で 20％未満の狭窄度

(Diameter Stenosis)である。   

3) 医師の判断に基づいて長期的 DAPTが必要となる、血管造影

像上の血流制限合併症（重大な未治療の解離または主要側

枝閉塞）がない。 

4) PCI を実施中又は PCI の全段階が終了しており、さらなる

PCIの予定がない。  

 

無作為割付の選択基準：1ヶ月後の来院時 

無作為割付のための来院時に (PCI 1 ヶ月後),  以下の基準を満た

さなければならない。    

1) HBR基準*（後述の定義による）を少なくとも 1つ満たすか、PCI

後に、医学的に対応すべき（治療が必要となる）非対象部位に

関連する出血エピソードを来した患者  

2) 30 日間の臨床経過で, 急性冠症候群の新規エピソード、症候性

の再狭窄、ステント血栓症、脳卒中、及び長期的 DAPTを必要と

するあらゆる血行再建術（冠動脈および非冠動脈）がない。  

3) 経口抗凝固薬（OAC）の投与を受けていない場合,  

a. アスピリンおよび P2Y12阻害薬による DAPTレジメンの投与

を受けている患者 

b. 1 種類の P2Y12 阻害薬の投与を少なくとも 7 日間受けてい

る患者（この 7日間で経口 P2Y12阻害薬を変更していない）。 

OACの投与を受けている場合、  

a. 同じ種類の OAC（例：ビタミン K 拮抗薬または DOAC）の投

与を少なくとも 7日間受けている患者  

b. クロピドグレルの投与を少なくとも 7日間受けている患者 

 

高出血リスク（HBR）の定義* 

PCI 後、以下の基準に 1 つでも該当する場合、高出血リスク状態に

ある患者：  

• 75歳以上の患者 

• 経口抗凝固薬（OAC）による治療について少なくとも 12 ヶ月間

の臨床的適応がある   

• 最近（12ヶ月以内）、治療の必要な（医学的に対応すべき出血）

非対象部位の出血があった  

• 過去に入院が必要となった出血の既往があり、その原因が根本

的に治療されていない（治療例：出血源の外科的切除）  

• 出血リスクの上昇に関連する全身状態  [例：血小板数＜

100,000/mm3（＜100×109/L）として定義される血小板減少症ま

たはその既往などの血液疾患]または出血リスクの上昇と関連

する既知の凝固障害 

• ヘモグロビン値＜11g/dL の持続として定義される貧血の既往ま

たは無作為割付前の 4週間以内の輸血    
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• ステロイド剤または非ステロイド性抗炎症薬による長期的治療

の必要性がある  

• 消化器、生殖器尿道・腎、肺等の、高出血リスクがあると考え

られる悪性腫瘍（皮膚以外）の診断を受けている  

• 過去に脳卒中または直近 6ヶ月間で TIA に罹患 

PRECISE DAPTスコアが 25以上 

 

研究期間 

承認日から 2022年 3月 31日まで 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051（内線： ） 

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問

い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1416 号 承認日 2021 年 8 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患

者の経口抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法：多施設、前向き、

無作為化比較試験 OPTIMA-AF trial 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

非弁膜症性心房細動を有する患者でXience薬剤溶出性ステントを用い

た PCI 後の短期抗血栓療法（抗血小板薬及び直接経口抗凝固薬の併用

期間を 1 ヶ月で、その後、直接経口抗凝固薬のみ継続）の長期抗血栓

療法（抗血小板薬及び直接経口抗凝固薬の併用期間を 12 ヶ月で、その

後、直接経口抗凝固薬のみ継続）に対する安全性と有効性を検証する 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

坂田泰史 

大阪大学循環器内科・教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治 

大阪警察病院循環器内科・部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（アボット社からの受託

研究） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（メディカルエッジ社） 

・監査実施者 

（メディカルエッジ社） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：紙媒体で作成し、CCU医師控え室内の金

庫へ保管） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

倫理委員会承認後～2021/12/31 まで患者登録。2024/3/31 まで研究期

間。 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内科   

  担当者：（氏名）樋口 義治   （職名）部長   

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1405 号 承認日 2021 年 6 月 30 日 

研究実施予定期間 承認日～2028 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 サピエン 3（TAV in SAV）使用成績調査 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全（狭窄、閉鎖不全またはそ

の複合）による症候性の弁膜症を有し、かつ外科的手術を施行するこ

とができず、エドワーズ サピエン 3（以下「本医療機器」という。）

による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者を対象と

して、本医療機器の使用実態下での安全性と有効性を評価すること。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（製造販売後調査） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表を記載したエクセルファイルに

パスワードを設定し保管  ）□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 西暦 2028 年 3 月 31 日 

９．連絡先 

 氏名：道下 文善   所属：製品開発本部 臨床開発部       

職名：スペシャリスト 

 PHS番号：     E-mail:  
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研究番号 1393 号 承認日 2021 年 7 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日～2021 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

ST 上昇型急性心筋梗塞治療に対するエベロリムス溶出性ステントの

早期および慢性期血管反応の比較：生体吸収型ポリマーと永続型ポリ

マーステント間のランダム化比較試験       

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

ST 上昇型急性心筋梗塞(acute myocardial infarction(AMI))に対して

2 つの異なるエベロリムス溶出性ステント(everolimus-eluting stent 

(EES))である生体吸収型ポリマーEES（SynergyⓇ）と永続型ポリマー

EES（XienceⓇ）を無作為に留置し、早期及び慢性期の血管反応を光干

渉断層法(Frequency domain optical coherence tomography(FD-OCT))

と血管内視鏡を用いて観察し比較すること。1 次エンドポイントは、

FD-OCTによる 2週間後のストラット被覆率とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

森野 禎浩 

岩手医科大学内科学講座循環器内科分野 

〒028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通 2 丁目 1-1 

TEL: 019-613-7111 (内線 7301) 

E-mail: ymorino@iwate-med.ac.jp 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科 部長 ・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（Boston Scientific㈱と

の委託契約） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法について：）  □なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

研究デザイン：予定国内 25施設による多施設前向き無作為化試験 

予定登録患者数：120例（SynergyⓇ 60例、XienceⓇM 60例）(付随研

究；血管内視鏡施行患者数 20例[SynergyⓇ 10例、XienceⓇM 10例]) 

研究期間：3年 10ヶ月 2018年 3月 1日～2021年 12月 31日 

ただし、患者の登録状況により期間の延長もしくは短縮をすることも

ある。 

７．連絡先 
樋口 義治 循環器内科 部長 

内線番号： e-mail： 
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研究番号 1392 号 承認日 2021 年 7 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日～2028 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観察研

究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本調査は、参加施設に入院した左室収縮能が保たれた心不全（Heart 

Failure with Preserved Ejection Fraction: HFpEF）患者を対象とし

て 、患者背景因子、病態評価項目、予後情報などを集約的に解析する

ことで、HFpEF の病態解明 及び 予後規定因子の同定を目指すととも

に、新規診断・治療法の開発につながる知見を出すこと目的とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史・循環器内科学・教授・大阪大学大学院医学系研究科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：データについては匿名化を行い、パス

ワードを付けてインターネットに接続しない PCにて管理する。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 西暦 2028 年 3 月 31 日（登録 5 年間、追跡 5 年間） 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内科  

  担当者：（氏名）樋口義治   （職名）循環器内科部長  

  連絡先：06-6771-6051（内線：   ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1388 号 承認日 2021 年 7 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日～2026 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
我が国における着用型自動除細動器による治療実態の登録調査 

- Japan Wearable Cardioverter Defibrillator Registry（J-WCDR）- 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

我が国の着用型除細動器(WCD)治療の実態とその臨床的帰結を調査す

る。それによって、WCDの適応基準および運用方法の妥当性を検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

庭野慎一（WCDワーキンググループ委員長） 

北里大学医学部循環器内科学 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口 義治 

大阪警察病院 循環器内科 部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■不要 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（平尾見三：AOI国際病院循環器科 

神奈川県川崎市川崎区田町 2-9-1 

TEL：044-277-5511 

中里祐二：榊原サピアタワークリ

ニック 東京都千代田区丸の内

1-7-12 サピアタワー7F TEL：

03-5288-0011 ） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：研究実施に係る情報を取扱う際は、研

究対象者の個人情報とは無関係の番号を付して対応表を作成し、匿名化

を行ない研究対象者の秘密保護に十分配慮する(匿名化)。情報のWeb登

録においては、個人情報の入力を求めない。対応表は各施設の個人情報

管理者が管理する。情報を研究事務局等の関連機関に送付する場合はこ

の番号を使用し、研究対象者の個人情報が院外に漏れないよう十分配慮
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する。また、研究の結果を公表する際は、研究対象者を特定できる情報

を含まないようにする。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

＜対象＞ 

日本でWCD治療が行われた患者で以下の選択基準をすべて満たし、除外

基準のいずれにも該当しない患者を対象とする。 WCDの適応は、日本

循環器学会不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)に準拠する。 

 

選択基準 

1） 年齢不問 

2） 性別不問 

3） 観察期間中の診療録情報がある者 

4） 本研究の参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の

上、患者本人あるいは代諾者の自由意思による文書同意が得ら

れた者 

5） 登録時にすでにWCDの使用を終了している症例も含む。 

 

除外基準 

体格不適合で WCD が継続使用できない、研究を理解できないなど、

研究者が不適切と判断した患者 

 

＜実施予定期間＞ 

前向き登録者 

登録期間：倫理委員会承認後 ～ 2025年12月31日 

観察期間：倫理委員会承認後 ～ 2026年3月31日 

後向き登録者 

対象とする期間：2015年1月1日 ～ 倫理委員会承認日 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）南口 仁   （職名）副部長  

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1369 号 承認日 2021 年 6 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

持続性心房細動症例に対する低電位領域アブレーションが心房細

動再発に及ぼす影響に関する研究-多施設共同前向き無作為割付試

験 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

目的 

持続性心房細動（AF）症例における肺静脈隔離術（PVI）に追加した左

房内低電位領域（LVA）に対するカテーテルアブレーション（以下、ア

ブレーション）の有効性及び安全性を明らかにすること 

 

主な適格基準 

持続性 AF に対する初回アブレーション症例であって、LVA が検出され

た症例 

 

目標登録症例数 

目標症例数は片群 170例、両群 340例とする。 

 

研究期間 

研究期間は研究機関の長の承認後 ～ 2023年 3月を予定している。 

 

研究デザイン 

多施設共同前向き無作為化比較研究 

 

主要評価項目 

初回アブレーションから 12か月間の心房細動再発率 

 

副次評価項目 

有効性評価 

・複数回アブレーション施行後の再発率 

 

安全性評価 

・死亡（死因） 

・症候性脳梗塞の発症 

・アブレーション関連合併症 

・出血性合併症 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

大阪警察病院 

所在地：大阪市天王寺区北山町 10－31 

電話番号：06－6771－6051 

研究責任者 牧野 信彦 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉

■必要 

□オプトアウト 
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〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（河合祥子 大阪大学医学部附属

病院 未来医療開発部） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後 ～2023 年 3 月を予定している。 

７．連絡先 
  氏名：牧野 信彦  所属： 循環器内科  職： 部長        

  内線：        
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研究番号 1364 号 承認日 2021 年 6 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 心不全症例を対象としたダパグリフロジン の frailty に及ぼす影響の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

心不全症例における SGLT2 阻害剤（SGLT2i）の予後改善効果がエネル

ギー基質の変化に伴った結果として、筋力の改善をもたらす可能性

（frailtyの改善）の検討を行う。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
林隆治・循環器内科・副部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究実施予定期間 ・実施承認後 ～ 西暦 2024 年 12 月  

７．連絡先 

氏名：林 隆治      所属：循環器内科    職：副部長 

内線番号：        PHS番号： 

E-mail: 
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研究番号 1352 号 承認日 2021 年 4 月 12 日 

研究実施予定期間 承認日～2025 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

高中性脂肪血症を合併した冠動脈疾患を対象としたペマフィブラ

ートの冠動脈プラークの退縮に及ぼす影響を検討する無作為化非

盲検群間比較試験 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

高中性脂肪血症を合併した冠動脈疾患を対象に、従来のスタチンをベ

ースとした脂質低下療法と、ペマフィブラート錠を追加した治療によ

る 1)冠動脈プラークに対する効果、2) カテーテル関連急性腎障害・慢

性腎障害に対する予防効果を比較する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

安田 聡  

東北大学医学系研究科 循環器内科学分野教授 

国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科 客員部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治 循環器内科 部長 大阪警察病院  

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

■軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（株式会社総合医科学研究所 

医薬臨床研究支援事業部） 

・監査実施者 

（株式会社総合医科学研究所 

医薬臨床研究支援事業部） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：具体的な管理方法について：対応表は

当院循環器内科内で保管し、研究目的以外には使用しない。通信環境

から遮断された PC内に格納する。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

当院で経皮的冠動脈形成術を受ける患者のうち、適格性基準を満たす

研究対象者に対して担当医が書面にて研究参加について同意を取得し

たもの。 

試験予定期間：jRCT 公表日～2025 年 12 月 31 日 

症例登録期間：jRCT 公表日～2023 年 3 月 31 日 

症例観察期間：jRCT 公表日～2024 年 9 月 30 日 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治      （職名） 部長     
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  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1330 号 承認日 2021 年 3 月 1 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
持続性心房細動症例に対して追加通電の有無が心房細動再発に及ぼす

影響に関する研究の長期予後の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究では肺静脈隔離（PVI）を主とする基本手技のみの治療が、基本

手技に加えて経験的に推奨されてきた追加通電（経験的追加通電）も

行う治療と比較して成績が劣らないか否かを長期的に検証することを

目的としている。当院も分担施設であった先行研究である「持続性心

房細動症例に対して追加通電の有無が心房細動再発に及ぼす影響に関

する研究」のデータを二次利用し、同研究の予後情報に追加する形で、

術後 1 年目から 1 年ごとに患者データをカルテ情報から収集する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田 泰史・循環器内科・教授・大阪大学大学院医学系研究科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
牧野 信彦・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 2023 年 3 月 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）牧野 信彦   （職名）部長    

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1322 号 承認日 2021 年 2 月 12 日 

研究実施予定期間 承認日～2027 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的

解析 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

J-PCI 登録と予後調査に関する患者説明文及び同意書は、既に PCI 承

諾書のセットとして、電子カルテ内ワードエクセルにあり、特に変更

無し。今回は、1 年予後データを収集し、解析を行う。日本心血管イン

ターベンション治療学会への全症例登録、すなわち J-PCI レジストリ

（倫理委員会 No121）について、1 年後予後を調査する。J-PCI 登録

と予後調査に関する患者説明文及び同意書は、既に PCI 承諾書のセッ

トとして、電子カルテ内ワードエクセルにあり、特に変更無し。今回

は、2020/1 月以降 PCI 施行患者の 1 年予後データを収集し、解析を行

う。調査項目は、死亡、急性冠症候群、脳梗塞、出血、心不全、血行

再建ならびにカテーテル治療に伴う合併症。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
伊苅 裕二 日本心血管インターベンション治療学会 理事長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治 循環器内科 部長 大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法について：インターネット環境から遮断さ

れた PCに保存）  □なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

2020年 1月以降の PCI施行の患者 

2027/3/30までの研究機関 
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研究番号 1321 号 承認日 2021 年 2 月 12 日 

研究実施予定期間 承認日～2021 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
虚血性心筋症に対する経皮的冠動脈形成術の実態調査 

多施設共同後ろ向き研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

本研究の目的は、経皮的冠動脈形成術（ Percutaneous Coronary 

Intervention:PCI）の適応となる冠動脈疾患有する左室駆出率 50%未満

の患者において、PCI治療成績を評価し、予後に与える因子を調査する

ことである。2016 年 1 月より 2018 年 12 月末日までの間に、研究参加

施設で PCI の適応となる冠動脈病変に対し PCI が施行された患者約

9000 例を登録し、そのうち左室駆出率 50%未満の患者背景（年齢・性

別・併存疾患など）、臨床検査所見（心電図・経胸壁心臓超音波検査・

血液検査など）、投薬情報、PCI に関する情報を収集し、評価項目との

関連性を解析する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
中村大輔 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 特任助教 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
大阪警察病院 循環器内科 部長  樋口 義治 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：具体的な管理方法について：対応表は

当院循環器内科内で保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間

の終了とともに、すべてを破棄する。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

2016 年 1 月より 2018 年 12 月末日までの間に、研究参加施設で PCI

の適応となる冠動脈病変に対し PCI が施行された患者約 9000 例の登

録を予定している。実施予定期間は、実施承認後～西暦 2021 年 12 月

31 日までを予定としている。 

７．連絡先 
 氏名：森 直己   所属：循環器内科    職名：医長 

 PHS番号：     E-mail: 
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研究番号 1316 号 承認日 2021 年 2 月 12 日 

研究実施予定期間 承認日～2026 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
光干渉断層撮影によるType 1 心筋梗塞に対し留置した薬剤溶出性

ステントの血管内性状の観察研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究の目的は、経皮的冠動脈形成術（ percutaneous coronary 

intervention: PCI）の適応がある Type 1 心筋梗塞（Myocardial 

infraction: MI）に対し初回治療の際に薬剤溶出性ステント

(drug-eluting stent: DES)である Xience ステントを留置された症例

で、初回治療後 1±0.5ヶ月時点に心臓カテーテル手技および、初回治

療後 12ヶ月時点のフォローアップ冠動脈造影検査を予定している症例

を対象とし、光干渉断層撮影（optical coherence tomography: OCT）

を用いて得られたステント留置部位の血管内性状を評価することであ

る。主要評価項目は 1 ヶ月時点のステントストラット被覆度とし、ま

た心筋梗塞の責任病変形態（plaque ruptureと plaque erosion）がス

テントストラット被覆に与える影響を検討する。本研究を実施するこ

とにより、Type 1 MIに対する治療の際に責任病変の形態ごとに、Xience

ステント留置後、早期および中期における血管内性状の違いを明らか

にし、またそれらが長期成績に与える影響を明らかにすることで、今

後の冠動脈疾患の診療に大いに役立つものと考える。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

中村 大輔 

大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 特任助教 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治 

大阪警察病院循環器内科 部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

■軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：具体的な管理方法について：対応表は

当院循環器内科内で保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間

の終了とともに、すべてを破棄する。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

Type 1 MI に対し初回治療時に薬剤溶出性ステントである Xience ステ

ントを用いて治療を行った症例で、治療後 1±0.5ヶ月時点に心臓カテ

ーテル手技(残存病変への PCI もしくは治療部位の確認造影)および、

治療後 12ヶ月時点のフォローアップ冠動脈造影検査の予定している症
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例。研究機関の長/院長許可後～2026 年 12 月末日 (症例登録は 2023

年 12月まで)。 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治      （職名） 部長     

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1312 号 承認日 2021 年 1 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2028 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 サピエン 3（TAV in SAV）使用成績調査 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全（狭窄、閉鎖不全またはそ

の複合）による症候性の弁膜症を有し、かつ外科的手術を施行するこ

とができず、本品による治療が当該患者にとって最善であると判断さ

れた患者を対象として、本品の使用実態下での安全性と有効性を評価

すること。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（製造販売後調査） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表を記載したエクセルファイルに

パスワードを設定し保管  ）□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 西暦 2028 年 3 月 31 日 

７．連絡先 

 氏名：道下 文善   所属：製品開発本部 臨床開発部       

職名：スペシャリスト 

 PHS番号：     E-mail: 
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研究番号 1302 号 承認日 2021 年 1 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

持続性心房細動症例に対する低電位領域アブレーションが心房細

動再発に及ぼす影響に関する研究-多施設共同前向き無作為割付試

験 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

目的 

持続性心房細動（AF）症例における肺静脈隔離術（PVI）に追加した左

房内低電位領域（LVA）に対するカテーテルアブレーション（以下、ア

ブレーション）の有効性及び安全性を明らかにすること 

 

主な適格基準 

持続性 AF に対する初回アブレーション症例であって、LVA が検出され

た症例 

 

目標登録症例数 

目標症例数は片群 170例、両群 340例とする。 

 

研究期間 

研究期間は研究機関の長の承認後 ～ 2023年 3月を予定している。 

 

研究デザイン 

多施設共同前向き無作為化比較研究 

 

主要評価項目 

初回アブレーションから 12か月間の心房細動再発率 

 

副次評価項目 

有効性評価 

・複数回アブレーション施行後の再発率 

 

安全性評価 

・死亡（死因） 

・症候性脳梗塞の発症 

・アブレーション関連合併症 

・出血性合併症 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

大阪警察病院 

所在地：大阪市天王寺区北山町 10－31 

電話番号：06－6771－6051 

研究責任者 牧野 信彦 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉

■必要 

□オプトアウト 
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〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（河合祥子 大阪大学医学部附属

病院 未来医療開発部） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後 ～2023 年 3 月を予定している。 

７．連絡先 
  氏名：牧野 信彦  所属： 循環器内科  職： 部長        

  内線：       PHS：   
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研究番号 1288 号 承認日 2020 年 12 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日～2025 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
レセプトおよび DPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向

上に資する研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

日本循環器学会循環器診療実態調査の一環として2018-2025年度DPC

データ調査を行う。 

DPC データを分析することにより、我が国における循環器診療行為の

実態が全国規模で明らかとし、医療の質の向上に役立つデータを提供

することを目的とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
一般社団法人日本循環器学会 IT/Database部会長 筒井裕之 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法について：）  ■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
2018/4/1-2025/3/31 
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研究番号 1275 号 承認日 2020 年 11 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

持続性心房細動症例に対する低電位領域アブレーションが心房細

動再発に及ぼす影響に関する研究-多施設共同前向き無作為割付試

験 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

目的 

持続性心房細動（AF）症例における肺静脈隔離術（PVI）に追加した左

房内低電位領域（LVA）に対するカテーテルアブレーション（以下、ア

ブレーション）の有効性及び安全性を明らかにすること 

 

主な適格基準 

持続性 AF に対する初回アブレーション症例であって、LVA が検出され

た症例 

 

目標登録症例数 

目標症例数は片群 170例、両群 340例とする。 

 

研究期間 

研究期間は研究機関の長の承認後 ～ 2023年 3月を予定している。 

 

研究デザイン 

多施設共同前向き無作為化比較研究 

 

主要評価項目 

初回アブレーションから 12か月間の心房細動再発率 

 

副次評価項目 

有効性評価 

・複数回アブレーション施行後の再発率 

 

安全性評価 

・死亡（死因） 

・症候性脳梗塞の発症 

・アブレーション関連合併症 

・出血性合併症 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

大阪警察病院 

所在地：大阪市天王寺区北山町 10－31 

電話番号：06－6771－6051 

研究責任者 牧野 信彦 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉

■必要 

□オプトアウト 
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〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（ 河合祥子 大阪大学医学部附

属 病 院  未 来 医 療 開 発

部            ） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後 ～2023 年 3 月を予定している。 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 循環器内科  

  担当者：（氏名）牧野 信彦   （職名）部長        

  連絡先：06-6771-6051（内線：   ）   
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研究番号 1258 号 承認日 2020 年 10 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日～ 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

ST 上昇型急性心筋梗塞治療に対するエベロリムス溶出性ステントの

早期および慢性期血管反応の比較：生体吸収型ポリマーと永続型ポリ

マーステント間のランダム化比較試験      (第 865 号) 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

ST 上昇型急性心筋梗塞(acute myocardial infarction(AMI))に対して

2 つの異なるエベロリムス溶出性ステント(everolimus-eluting stent 

(EES))である生体吸収型ポリマーEES（SynergyⓇ）と永続型ポリマー

EES（XienceⓇ）を無作為に留置し、早期及び慢性期の血管反応を光干

渉断層法(Frequency domain optical coherence tomography(FD-OCT))

と血管内視鏡を用いて観察し比較すること。1 次エンドポイントは、

FD-OCTによる 2週間後のストラット被覆率とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

森野 禎浩 

岩手医科大学内科学講座循環器内科分野 

〒028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通 2 丁目 1-1 

TEL: 019-613-7111 (内線 ) 

E-mail: 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科 部長 ・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（Boston Scientific 株と

の委託契約） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法について：）  □なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

研究デザイン： 予定国内 25施設による多施設前向き無作為化試験 

予定登録患者数： 120例（SynergyⓇ 60例、XienceⓇM 60例）(付随

研究；血管内視鏡施行患者数 20例[SynergyⓇ 10例、XienceⓇM 10例]) 

研究期間： 3年 10 ヶ月 2018年 3月 1日 ～ 2021年 12月 31日 

ただし、患者の登録状況により期間の延長もしくは短縮をすることも

ある。 

７．連絡先 

樋口 義治 循環器内科 部長 

内線番号： 

e-mail： 
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研究番号 1243 号 承認日 2020 年 9 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日～ 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
多枝病変患者の治療法選択におけるアンギオグラフィーを用いた冠血

流予備能比（QFR）の有用性の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究は経皮的冠動脈形成術（PCI）の他に冠動脈バイパス手術（CABG）

が治療方法として考慮される冠動脈多枝病変患者におけるハートチー

ムにおける治療方法決定において、低侵襲・低コストに加え手技時間

の短縮が期待できる QFRに基づいた患者リスク評価(FSS)の有用性を評

価する前向き研究である。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

松尾 仁司 岐阜ハートセンター 循環器内科 

田邉 健吾 三井記念病院 循環器内科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（テルモ㈱との委託研究） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（株式会社インクリース研究所） 

・監査実施者 

（株式会社インクリース研究所） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は当院循環器内科内で保管し、

研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、すべてを破

棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は患者情報を匿

名化してからでしか発表されない。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

倫理委員会採択後から 

本研究は経皮的冠動脈形成術（PCI）の他に冠動脈バイパス手術（CABG）

が治療方法として考慮される冠動脈多枝病変患者 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051（内線： ） 
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研究番号 1229 号 承認日 2020 年 8 月 21 日 

研究実施予定期間 承認日～2030 年 7 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
心不全病態解明のための、遺伝子発現、蛋白機能および病理組織解析

による探索研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

心不全の病態解明と診断治療への応用を行うために、心不全関連分子

の遺伝子発現、蛋白機能および病理検体を解析し新しい分子マーカー

を探索することを目的とした研究である。通常の心不全診断治療にお

いて、採取されたさまざまな病態の心不全症例に対して、血液検体、

尿・糞便検体、心筋病理組織検体を用いて、蛋白解析、核酸解析、ま

た残余病理切片を用いた心不全関連分子の探索同定を行う。匿名化さ

れた臨床検査データとともに病態への関連性に対しての意味づけを行

う。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田 泰史・循環器内科・教授・大阪大学大学院医学系研究科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉     〈共同研究の有無について〉 

■侵襲を伴う研究        ■多施設共同研究 

□軽微な侵襲を伴う研究     □当院のみの研究 

□侵襲を伴わない研究      □その他（          ） 

                 

〈介入について〉 

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 ⇒ ・モニタリング実施者 

      ・監査実施者 

■不要 

 

６．研究実施予定期間 ・2010 年 8 月 16 日 ～ 2030 年 7 月 31 日 

７．連絡先 

氏名：林 隆治       所属：循環器内科   職：副部長 

内線番号：        PHS番号： 

 E-mail: 
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研究番号 1207 号 承認日 2020 年 7 月 10 日 

研究実施予定期間 承認日～2032 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
リード抜去症例の実態調査 Japan Lead extraction registry  

   (J-LEXレジストリ) 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

リード抜去症例の現状を把握することによりリード抜去術の有効性・

有益性・安全性およびリスクを明らかにする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

草野 研吾 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門不整脈科 

部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治 大阪警察病院 循環器内科 部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：国立循環器病研究センター内に設置さ

れたサーバー上に構築された EDC システム（REDCap®）を用い

て管理）□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

日本不整脈心電学会のリード抜去術認定基準を満たす施設にて、経

皮的リード抜去術を実施された症例 

研究機関の長の許可日 ～ 西暦 2032 年 3 月 31 日 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）南口 仁   （職名）医長  

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1201 号 承認日 2020 年 6 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～ 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
薬剤溶出性ステント留置後の血管内治癒過程に関する血管内視鏡

を用いた多施設共同コホート研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

冠動脈疾患があり薬剤溶出性ステント留置後の血管内治癒過程を血管

内視鏡で評価することにより今後のイベントや予後との関連を明らか

にする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は当院循環器内科内で保管し、

研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、すべてを破

棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は患者情報を匿

名化してからでしか発表されない。） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

2016年 6月～2018年 4月の期間に当院で冠動脈造影検査目的に入院し

た患者。 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 循環器内科  

  担当者：（氏名）樋口 義治     （職名） 部長     

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1192 号 承認日 2020 年 5 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2025 年 5 月 15 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予

防の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 

―J-LAAO― 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

本登録研究は、塞栓症リスクが高いにもかかわらず長期的抗凝固療法

を行うことができない非弁膜症性心房細動患者に対する経皮的左心耳

閉鎖システムを用いた治療の安全性モニタリングを含む実態調査を目

的とし、実施医や実施施設を認定する資料等としても本データを用い

る。さらに本治療法の安全性や有効性を確立するために計画される他

機関の研究に対してデータを提供し、わが国における臨床エビデンス

構築をサポートすることも目的とする。そのために、日本循環器学会

を実施機関として日本心エコー図学会、日本心血管インターベンショ

ン治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本脳卒中学

会、日本不整脈心電学会が協力し、データ集積管理ツール（EDC: 

Electronic Data Capture）を活用したオンラインレジストリーシステ

ムを整備する。 

経皮的左心耳閉鎖システムを用いた治療の適応と診断され、同治療が

実施された患者を登録対象とする。診療目的で収集された情報のみを

利用して、データ集積管理ツールにてデータの収集を行う。初回登録

後より、退院時、施術 45 日後、6 か月後、1 年後、2 年後、3 年後に追

跡調査を行う。 

全症例において3年間のフォローを行い、死亡を含む臨床イベントや心

不全重症度、心エコーのデータが登録される。  

本登録研究で収集されたデータの提供を受けて、他機関の研究者（研

究グループ）が本治療法の安全性や有効性を確立するために計画する

研究では、各研究においてアウトカムが設定されることとなる。デー

タの提供は、日本循環器学会において研究計画書が承認された研究の

みが対象となる。 

本登録研究では、登録症例数、患者背景、治療後のエコーデータの推

移、臨床イベントなどのデータを集計して適宜報告する。 

本登録研究のデータの提供を受けて他機関の研究者（研究グループ）

が行う研究における解析方法は、日本循環器学会が審査する研究計画

書に記載される。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

小室 一成 日本循環器学会代表理事 東京大学・大学院医学系研究

科・循環器内科・教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治 大阪警察病院 循環器内科 部長 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 
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■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法について：当院電子カルテ上データベース

に番号記載）  □なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

通常診療として経皮的左心耳閉鎖システムを用いた治療を受けた患者

に対して本研究への参加を依頼する。 

患者登録期間：研究倫理審査委員会承認日から５年間。 

データ登録期間：患者登録終了3年後まで 

７．研究分担者 

氏名・所属・職・所属機関 

市堀 泰裕 大阪警察病院 循環器内科 医長 

８．研究協力者と協力機関 

 経皮的左心耳閉鎖システム導入施設 

９．連絡先 

研究事務局  

住所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワ

ー18階  

機関名：一般社団法人 日本循環器学会  

Tel：03-5501-0862  

Fax：03-5501-9855  

E-mail：meeting@j-circ.or.jp 
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研究番号 1191 号 承認日 2020 年 5 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 9 月 30 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステン

トの実臨床条件下における無作為化比較研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

＜目的＞ 

本邦の実臨床における超薄型生体吸収性ポリマー薬剤溶出ステント

（Orsiro）の有効性について、薄型耐久性ポリマー薬剤溶出ステント

（XIENCE）を無作為化対照とし、ステント留置 12ヵ月時点における標

的病変不全（TLF）発生率に関する非劣性を検証する。当該結果に基づ

き、欧米で実施された BIOFLOW-V試験における Orsiroの成績との一貫

性を検証する。 

＜使用される機器＞ 

•  オシロ シロリムス溶出型コロナリーステントシステム 

超薄型生体吸収性ポリマー・シロリムス溶出ステント 

承認番号：23000BZX00014000 

•  XIENCE Sierra® 薬剤溶出ステント 

薄型耐久性ポリマー・エベロリムス溶出ステント 

承認番号：23000BZX00091000 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
東邦大学医療センター 大橋病院 循環器内科 教授 中村 正人 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
医療法人 警和会 大阪警察病院 循環器内科 部長 樋口 義治 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉     〈共同研究の有無について〉 

■侵襲を伴う研究        ■多施設共同研究 

□軽微な侵襲を伴う研究     □当院のみの研究 

□侵襲を伴わない研究      □その他（          ） 

                 

〈介入について〉 

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 ⇒ ・モニタリング実施者（株式会社エスアールディ） 

      ・監査実施者（株式会社エスアールディ） 

□不要 

７．研究分担者 

氏名・所属・職・所属機関 

医療法人 警和会 大阪警察病院 循環器内科 部長 樋口 義治 

８．研究協力者と協力機関 

氏名・所属・職 

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授 中村 正人 

南東北グループ 医療法人財団 健貢会 総合東京病院 循環器内科 部長 中野 雅嗣 

帝京大学医学部附属病院 循環器内科 山本 裕貞 

その他は添付の研究実施計画書参照 

９．連絡先 氏名：樋口 義治 所属：循環器内科 職： 部長 
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内線番号：        PHS番号： 

E-mail:  
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研究番号 1176 号 承認日 2020 年 4 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

生体吸収性ポリマーステントと耐久性ポリマーステント留置後の

早期および慢性期血管治癒：OCTと血管内視鏡による観察 (RESTORE

 registry) 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

生体吸収性ポリマーステントと耐久性ポリマーステント留置後の血管

治癒過程および新生内膜の質の違いを検討すること 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
大阪警察病院 循環器内科 樋口義治 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

 

大阪警察病院 循環器内科 小林 知晃 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：                ）

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

（2017 年 4月から現在までに PCI施行され、術後 3ヶ月、24 ヶ月にフォローアッ

プカテーテル検査を行った患者 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内 科 

  担当者：（氏名）小林 知晃        （職名） 医員       

  連絡先：06-6771-6051   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1175 号 承認日 2020 年 4 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～2022 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

MASTER DAPT試験 

MAnagement of high bleeding risk patients post bioresorbabl

e polymer coated STEnt implantation with an abbReviated ver

sus prolonged DAPT regimen –  MASTER DAPT 

生分解性ポリマーコーティングステント留置後の高出血リスク患

者における短期的および長期的な2剤による抗血小板療法（DAPT）

レジメンの検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究の目的は、現在のガイドライン（GL）および使用説明書（IFU）

の枠内で、高出血リスク（HBR）の特徴を有する患者における生分

解性ポリマーコーティング Ultimaster シロリムス溶出ステント留

置後の短期的 DAPT レジメン（1 ヶ月）と長期的 DAPT レジメン（3

～12ヶ月）を比較することである。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

尾崎 行男 

藤田保健衛生大学 循環器内科学Ⅰ教室 主任教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
循環器内科・部長・樋口 義治・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他 

（テルモ㈱との委託契約） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究 

（観察研究） 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査につい

て〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

・監査実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は大阪警察病院循環器内科で

保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、

すべてを破棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は

患者情報を匿名化してからでしか発表されない。これらの患者情報

は前記の予定された解析結果の最終報告から５年間保存する。）□

なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

PCI手技は単回の処置または計画された Staged PCIの最終 PCIのい

ずれかである。 
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PCI後の選択基準 

18歳以上の患者で、以下の基準を満たす場合に、本研究へ参加する

ことが可能である。 

5) HBR基準（後述の定義による）を少なくとも 1つ満たす 。 

6) ルーチンの診療において、すべての病変について

Ultimaster ステントによる治療が成功している。すなわち、

処置後の血管造影検査において目測で 20％未満の狭窄度

(Diameter Stenosis)である。   

7) 医師の判断に基づいて長期的 DAPTが必要となる、血管造影

像上の血流制限合併症（重大な未治療の解離または主要側

枝閉塞）がない。 

8) PCI を実施中又は PCI の全段階が終了しており、さらなる

PCIの予定がない。  

 

無作為割付の選択基準：1ヶ月後の来院時 

無作為割付のための来院時に (PCI 1 ヶ月後),  以下の基準を満た

さなければならない。    

4) HBR基準*（後述の定義による）を少なくとも 1つ満たすか、PCI

後に、医学的に対応すべき（治療が必要となる）非対象部位に

関連する出血エピソードを来した患者  

5) 30 日間の臨床経過で, 急性冠症候群の新規エピソード、症候性

の再狭窄、ステント血栓症、脳卒中、及び長期的 DAPTを必要と

するあらゆる血行再建術（冠動脈および非冠動脈）がない。  

6) 経口抗凝固薬（OAC）の投与を受けていない場合,  

a. アスピリンおよび P2Y12阻害薬による DAPTレジメンの投与

を受けている患者 

b. 1 種類の P2Y12 阻害薬の投与を少なくとも 7 日間受けてい

る患者（この 7日間で経口 P2Y12阻害薬を変更していない）。 

OACの投与を受けている場合、  

c. 同じ種類の OAC（例：ビタミン K 拮抗薬または DOAC）の投

与を少なくとも 7日間受けている患者  

d. クロピドグレルの投与を少なくとも 7日間受けている患者 

 

高出血リスク（HBR）の定義* 

PCI 後、以下の基準に 1 つでも該当する場合、高出血リスク状態に

ある患者：  

• 75歳以上の患者 

• 経口抗凝固薬（OAC）による治療について少なくとも 12 ヶ月間

の臨床的適応がある   

• 最近（12ヶ月以内）、治療の必要な（医学的に対応すべき出血）

非対象部位の出血があった  

• 過去に入院が必要となった出血の既往があり、その原因が根本

的に治療されていない（治療例：出血源の外科的切除）  

• 出血リスクの上昇に関連する全身状態  [例：血小板数＜

100,000/mm3（＜100×109/L）として定義される血小板減少症ま

たはその既往などの血液疾患]または出血リスクの上昇と関連

する既知の凝固障害 

• ヘモグロビン値＜11g/dL の持続として定義される貧血の既往ま

たは無作為割付前の 4週間以内の輸血    



 38 / 64 

• ステロイド剤または非ステロイド性抗炎症薬による長期的治療

の必要性がある  

• 消化器、生殖器尿道・腎、肺等の、高出血リスクがあると考え

られる悪性腫瘍（皮膚以外）の診断を受けている  

• 過去に脳卒中または直近 6ヶ月間で TIA に罹患 

PRECISE DAPTスコアが 25以上 

 

研究期間 

承認日から 2022年 3月 31日まで 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051 

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問

い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1174 号 承認日 2020 年 4 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～2022 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 ステント血栓症発症後の長期予後に関する検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究の目的は、冠動脈狭窄を有する患者に対して経皮的冠動脈形成

術（percutaneous coronary intervention: PCI）を施行してステント

留置を行った後に、ステント血栓症（stent thrombosis: ST）を発症

した患者の長期予後を検討することである。また ST発症時の光干渉断

層撮影法（optical coherence tomography: OCT）などの血管内イメー

ジングデータも可能な限り収集する。主要評価項目は ST発症後の累積

死亡率、副次的評価項目は、第 2世代薬剤溶出性ステント（drug-eluting 

stent: DES）と金属ステント（bare-metal stent: BMS）・第 1世代 DES

との累積死亡率の比較、第 2 世代 DES と BMS・第 1 世代 DES との OCT

での発生機序の比較、ST発症後の主要心血管事故（心臓死、心筋梗塞、

標的病変再血行再建の複合）累積発生率、ST 発症後の心臓死累積発生

率、ST発症後の心筋梗塞累積発生率、ST発症後の標的病変再血行再建

累積発生率、ST発症後の標的血管再血行再建累積発生率、ST発症後の

非標的病変再血行再建累積発生率、ST発症後の ST累積再発率、OCTで

の発生機序ごとの生命予後の比較である。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

研究代表者・研究責任者 （総括責任者） 

坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2番 2号 電話：06(6879)363 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
循環器内科 部長 ・ 樋口 義治 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

 

本研究では、人体から取得された

試料は取り扱わない。研究に用い

られる情報（研究に用いられる情

報に係る資料を含む）は、個人情

報保護に細心の注意を払い、研究

終了報告日から 5 年又は研究結果

の最終公表日から３年又は論文等

の発表から 10 年のいずれか遅い

日まで保管する。保管期間が過ぎ

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（株式会社インクリース研究所） 

・監査実施者 

（株式会社インクリース研究所） 

■不要 
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た後は、個人情報保護に注意して

破棄される。 

〈対応表の作成の有無について〉 

■なし  

本研究における情報の提供に関しては、提供元は症例を登録した当該

施設となり、提供先はデータマネージャー（大阪大学大学院医学系研

究科）、および冠動脈造影の動画データ、OCT などの血管内イメージン

グデータに関して提供先は大阪大学大学院医学系研究科内のコアラボ

となる。また収集された情報は、症例を登録した当該施設において診

療の過程ならびに本研究を実施する過程で適正な手続きにより取得さ

れたものであり、提供する情報の項目としては、診療記録、検査デー

タがこれに該当する。なお本研究では試料は取り扱わない。情報の提

供に関する記録の作成・保管に関しては、必要事項（①提供元・提供

先の共同研究機関の名称・研究責任者の氏名、②提供元の機関におけ

る情報の取得の経緯、③提供する情報の項目）が記載された本研究計

画書を提供先の研究機関が保管し、本研究計画書を提供元の研究機関

が保管することで代用する。 

 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

Definite ST*を発症した症例のうち、急性冠症候群の所見（急性の虚血症状、虚血

性心電図変化、心筋逸脱酵素の上昇のいずれか）があり、血管造影で血栓又は閉塞

が確認された症例。 

ステントの種類（BMS、第 1世代 DES、第 2世代 DES、新世代 DES）や発症時期（急

性（<24h）、亜急性（24 h to 30 days）、遅発性（31 days to 1 yr）、超遅発性（>1 

yr））は問わない 11)。 

* 急性冠症候群の所見（急性の虚血症状、虚血性心電図変化、心筋逸脱酵素の上昇

のいずれか）があり、血管造影で血栓又は閉塞が確認されるか病理的に急性血栓症

が確認された場合 

なお、ステント generation を下記のように定義する 

第 1世代 DES：Cypher、Taxus                                       

第 2世代 DES：Endeavor、Nobori、Xience、Promus、Resolute 

新世代 DES：Synergy、Ultimaster 

 

症例登録期間：2008年 1年 1日から 2017年 12月 31日 

 

研究実施予定期間：承認日～2022年 3月 31日 

 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1173 号 承認日 2020 年 4 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～2025 年 4 月 30 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予

防の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 

―J-LAAO― 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

本登録研究は、塞栓症リスクが高いにもかかわらず長期的抗凝固療法

を行うことができない非弁膜症性心房細動患者に対する経皮的左心耳

閉鎖システムを用いた治療の安全性モニタリングを含む実態調査を目

的とし、実施医や実施施設を認定する資料等としても本データを用い

る。さらに本治療法の安全性や有効性を確立するために計画される他

機関の研究に対してデータを提供し、わが国における臨床エビデンス

構築をサポートすることも目的とする。そのために、日本循環器学会

を実施機関として日本心エコー図学会、日本心血管インターベンショ

ン治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本脳卒中学

会、日本不整脈心電学会が協力し、データ集積管理ツール（EDC: 

Electronic Data Capture）を活用したオンラインレジストリーシステ

ムを整備する。 

経皮的左心耳閉鎖システムを用いた治療の適応と診断され、同治療が

実施された患者を登録対象とする。診療目的で収集された情報のみを

利用して、データ集積管理ツールにてデータの収集を行う。初回登録

後より、退院時、施術 45 日後、6 か月後、1 年後、2 年後、3 年後に追

跡調査を行う。 

全症例において3年間のフォローを行い、死亡を含む臨床イベントや心

不全重症度、心エコーのデータが登録される。  

本登録研究で収集されたデータの提供を受けて、他機関の研究者（研

究グループ）が本治療法の安全性や有効性を確立するために計画する

研究では、各研究においてアウトカムが設定されることとなる。デー

タの提供は、日本循環器学会において研究計画書が承認された研究の

みが対象となる。 

本登録研究では、登録症例数、患者背景、治療後のエコーデータの推

移、臨床イベントなどのデータを集計して適宜報告する。 

本登録研究のデータの提供を受けて他機関の研究者（研究グループ）

が行う研究における解析方法は、日本循環器学会が審査する研究計画

書に記載される。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

小室 一成 日本循環器学会代表理事 東京大学・大学院医学系研究

科・循環器内科・教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治 大阪警察病院 循環器内科 部長 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 
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■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法について：当院電子カルテ上データベース

に番号記載）  □なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

通常診療として経皮的左心耳閉鎖システムを用いた治療を受けた患者

に対して本研究への参加を依頼する。 

患者登録期間：研究倫理審査委員会承認日から５年間。 

データ登録期間：患者登録終了3年後まで 

７．研究分担者 

氏名・所属・職・所属機関 

市堀 泰裕 大阪警察病院 循環器内科 医長 

８．研究協力者と協力機関 

 経皮的左心耳閉鎖システム導入施設 

９．連絡先 

研究事務局  

住所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワ

ー18階  

機関名：一般社団法人 日本循環器学会  

Tel：03-5501-0862  

Fax：03-5501-9855  

E-mail：meeting@j-circ.or.jp 
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研究番号 1158 号 承認日 2020 年 3 月 10 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 9 月 30 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステン

トの実臨床条件下における無作為化比較研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

＜目的＞ 

本邦の実臨床における超薄型生体吸収性ポリマー薬剤溶出ステント

（Orsiro）の有効性について、薄型耐久性ポリマー薬剤溶出ステント

（XIENCE）を無作為化対照とし、ステント留置 12ヵ月時点における標

的病変不全（TLF）発生率に関する非劣性を検証する。当該結果に基づ

き、欧米で実施された BIOFLOW-V試験における Orsiroの成績との一貫

性を検証する。 

＜使用される機器＞ 

•  オシロ シロリムス溶出型コロナリーステントシステム 

超薄型生体吸収性ポリマー・シロリムス溶出ステント 

承認番号：23000BZX00014000 

•  XIENCE Sierra® 薬剤溶出ステント 

薄型耐久性ポリマー・エベロリムス溶出ステント 

承認番号：23000BZX00091000 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
東邦大学医療センター 大橋病院 循環器内科 教授 中村 正人 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
医療法人 警和会 大阪警察病院 循環器内科 部長 樋口 義治 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉     〈共同研究の有無について〉 

■侵襲を伴う研究        ■多施設共同研究 

□軽微な侵襲を伴う研究     □当院のみの研究 

□侵襲を伴わない研究      □その他（          ） 

                 

〈介入について〉 

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 ⇒ ・モニタリング実施者（株式会社エスアールディ） 

      ・監査実施者（株式会社エスアールディ） 

□不要 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 循環器内科  

  担当者：（氏名）樋口義治   （職名）部長        

          （氏名）外海洋平   （職名）副医長       

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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
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対象としませんのでお申出ください。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。 
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研究番号 1157 号 承認日 2020 年 2 月 12 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

持続性心房細動症例に対する低電位領域アブレーションが心房細

動再発に及ぼす影響に関する研究-多施設共同前向き無作為割付試

験 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

目的 

持続性心房細動（AF）症例における肺静脈隔離術（PVI）に追加した左

房内低電位領域（LVA）に対するカテーテルアブレーション（以下、ア

ブレーション）の有効性及び安全性を明らかにすること 

 

主な適格基準 

持続性 AF に対する初回アブレーション症例であって、LVA が検出され

た症例 

 

目標登録症例数 

目標症例数は片群 170例、両群 340例とする。 

 

研究期間 

研究期間は研究機関の長の承認後 ～ 2023年 3月を予定している。 

 

研究デザイン 

多施設共同前向き無作為化比較研究 

 

主要評価項目 

初回アブレーションから 12か月間の心房細動再発率 

 

副次評価項目 

有効性評価 

・複数回アブレーション施行後の再発率 

 

安全性評価 

・死亡（死因） 

・症候性脳梗塞の発症 

・アブレーション関連合併症 

・出血性合併症 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

大阪警察病院 

所在地：大阪市天王寺区北山町 10－31 

電話番号：06－6771－6051 

研究責任者 平田明生 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉

■必要 

□オプトアウト 
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〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（ 河合祥子 大阪大学医学部附

属 病 院  未 来 医 療 開 発

部            ） 

・監査実施者 

（             ） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 循環器内科  

  担当者：（氏名）平田 明生   （職名）部長        

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1123 号 承認日 2019 年 11 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2022 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
経食道心臓超音波検査で左心房内血栓を認めた心房細動患者の予後に

関する後ろ向き研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

目的：心房細動患者において脳梗塞を含む、血栓塞栓症は重大な合併

症の一つであり、左心房に形成される血栓に起因するものと考えられ

ている。経食道心臓超音波検査（Transesophageal Echocardiogram :TEE）

にて左心房内に血栓形成が認められた場合、脳梗塞や塞栓症のハイリ

スク症例として厳重に管理される。しかしながら、左房内血栓が形成

された心房細動症例における血栓塞栓症の発症率については、少数例

での報告が散見されるのみで十分なエビデンスがあるとは言えない。 

一方、左房内血栓が確認された場合、通常抗凝固薬投与が開始、また

は増量されるが、抗凝固薬の種類、投与量、その他併用薬などに関し

て一定の見解はない。また、抗凝固薬による出血性合併症に関しても

十分に調査されたとは言えない。 

上記の問題を解決するべく、我々は心房細動を発症し、左心房内血栓

が形成された患者の予後を後ろ向きに調査した。しかしながら、現在

の抗凝固療法の主流である直接経口抗凝固薬（DOAC）はほとんど使用

されていない、収集したデータに欠損値が多く、十分な検討が行えた

とは言えない。 

よって、本研究は心房細動に合併した左房内血栓を有する患者におけ

る血栓塞栓症発症率及び出血性合併症率を調査し、DOAC を含めた治

療法の予後に与える影響を比較することを目的とする。 

 

研究方法：2010 年 1 月 1 日～2018 年 3 月 31 日の間に実施した経食道

心臓超音波検査にて左心房内血栓を認めた心房細動症例の診療情報を

収集し、これを多変量解析などで解析し、予後との関係を探る。 

約 200 例 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田 泰史・循環器内科学講座・教授・大阪大学大学院医学系研究科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

平田明生・循環器内科・血管内治療センター心血管治療部(内科)センタ

ー長・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 
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〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法について：匿名化をおこない、対応表につ

いては、循環器内科の特定 PCにてパスワード管理する。）  

□なし 

６．連絡先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）平田 明生（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051  
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1121 号 承認日 2019 年 11 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2025 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
レセプトおよび DPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向

上に資する研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

日本循環器学会循環器診療実態調査の一環として 2017 年度 DPC デー

タ調査を行う。 

DPC データを分析することにより、我が国における循環器診療行為の

実態が全国規模で明らかとし、医療の質の向上に役立つデータを提供

することを目的とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
一般社団法人日本循環器学会 IT/Database部会長 筒井裕之 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法について：）  ■なし 

６．連絡先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口 義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051  
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1058 号 承認日 2019 年 7 月 9 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 3 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患

者の経口抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法：多施設、前向き、

無作為化比較試験。OPTIMA-AF trial 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

非弁膜症性心房細動を有する患者でXience薬剤溶出性ステントを用い

た PCI 後の短期抗血栓療法（抗血小板薬及び直接経口抗凝固薬の併用

期間を 1 ヶ月で、その後、直接経口抗凝固薬のみ継続）の長期抗血栓

療法（抗血小板薬及び直接経口抗凝固薬の併用期間を 12 ヶ月で、その

後、直接経口抗凝固薬のみ継続）に対する安全性と有効性を検証する 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

坂田泰史 

大阪大学循環器内科・教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治 

大阪警察病院循環器内科・部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（アボット社からの受託

研究） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（メディカルエッジ社） 

・監査実施者 

（メディカルエッジ社） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：紙媒体で作成し、CCU医師控え室内の金

庫へ保管） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内科   

  担当者：（氏名）樋口 義治   （職名）部長   

  連絡先：06-6771-6051   
本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 1037 号 承認日 2019 年 6 月 11 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 12 月 31 日  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

血管内視鏡により観察された動脈硬化破綻プラークと脳虚血性変

化の関連を検討するレジストリー研究（SponTaneously Ruptured 

aOrtic plaques as a potential cause of embolic stroKEs 

visualized by Non-Obstructive General Angioscopy；STROKE-NOGA 

Study） 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

冠動脈および大動脈における動脈硬化の程度と脳虚血性変化と

の関連を調査することを目的とする。 

心血管疾患の精査・加療の目的でカテーテル検査を行い、冠動脈

および大動脈に対して動脈硬化精査を行った患者のうち、頭部 MRI

により脳虚血性変化の精査を行う予定の（あるいは行った）患者を

対象とする。冠動脈および大動脈の動脈硬化性変化と、頭部 MRI検

査により同定される脳虚血性変化との関連を、前向きと後ろ向き

（カルテレビュー）により調査する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

■軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：紙で作成し CCU 内医師控え室にて施錠

できる BOXに管理 ） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内 科 

  担当者：（氏名）樋口義治   （職名） 部長   

  連絡先：06-6771-6051   

 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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
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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。 
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研究番号 1011 号 承認日 2019 年 4 月 9 日 

研究実施予定期間 2019 年 2 月 4 日～2027 年 2 月 4 日  

 
情報公開文書 

１．研究課題名 

Optimal Intravascular Ultrasound Guided Complex Percutaneous 

Coronary Intervention study 

【至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンションの複雑性

病変における臨床経過を評価する前向き観察研究】 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

重症冠動脈疾患（左主幹部疾患及び左前下行枝を含む多枝疾患）に対

して経皮的冠動脈インターベンション（ percutaneous coronary 

intervention:PCI）を行う際の血管内超音波所見について達成すべき

基準を予め設定し、その基準を遵守して治療を行うことで過去の治療

成績と比較して改善が得られるどうかを評価する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

木村剛 

京都大学医学研究科医学専攻内科学講座循環器内科学 教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治 

大阪警察病院循環器内科 部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（樋口義治 循環器内科 部長） 

・監査実施者 

（ユーネクスト株式会社 

監査責任者：作間 未織） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■ 

（具体的な管理方法について：対応表は当院循環器内科内の PCでパス

ワード保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間の終了ととも

に、すべてを破棄する。） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治      （職名） 部長     

  連絡先：06-6771-6051   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 979 号 承認日 2019 年 2 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
リアルワールドにおける４種類の直接経口抗凝固薬の安全性と有効性 [D

IRECT registry] 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

日本の日常臨床において非弁膜症性心房細動患者に対する４種類の DOAC

直接経口抗凝固薬の有効性と安全性を検討すること 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

研究代表者・研究責任者 （総括責任者） 

樋口義治 

大阪警察病院 循環器内科 部長 

大阪府大阪市天王寺区北山町 10-31 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

平田明生 

大阪警察病院 循環器内科 副部長 

大阪府大阪市天王寺区北山町 10-31 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

 

 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者） 

・監査実施者） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■なし  

 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

非弁膜症性心房細動患者で DOAC を使用している患者を後ろ向きにエンロ

ールし、予後をフォローする。 

症例登録期間：2011年 6年 1日から 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051 

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 972 号 承認日 2019 年 2 月 13 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

リードレスペースメーカー植込み時の留置位置とペーシング波形

および予後との関係：心臓 CT を用いた 3 次元解析（MICRA-CT 

registry） 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

恒久的ペースメーカーを留置した際に留置部位によって心電図に

おけるペーシング波形が変化する。リードレスペースメーカーを留

置した際に留置部位において QRS幅がどのように変化するか、さら

には予後との相関を検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□不要 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は当院循環器内科内で保管し、

研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、すべてを破

棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は患者情報を匿

名化してからでしか発表されない。） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内 科 

  担当者：（氏名）樋口義治    （職名） 部長    

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 905 号 承認日 2018 年 9 月 4 日 

研究実施予定期間 承認後～2023 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 
大動脈内視鏡により観察された大動脈壁動脈硬化と臓器障害の関

連を検討するレジストリー研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

心血管疾患の精査・加療の目的で、待機的に冠動脈造影検査ない

しインターベンション治療を受ける患者に対して、大動脈内視鏡に

よる大動脈プラークの性状・頻度と脳・腎・末梢動脈における臓器

障害との関連を、多施設、前向き、観察研究を用いて検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
平山篤志・日本大学医学部循環器内科学・寄付口座教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・循環器内科部長・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

■軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：紙で作成し CCU 内医師控え室にて施錠

できる BOXに管理 ） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  循環器内 科 

  担当者：（氏名）樋口義治   （職名） 部長   

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 863 号 承認日 2018 年 5 月 7 日 

研究実施予定期間 承認後～  

 
情報公開文書 

 

１．研究課題名 

MASTER DAPT試験 

MAnagement of high bleeding risk patients post bioresorbabl

e polymer coated STEnt implantation with an abbReviated ver

sus prolonged DAPT regimen –  MASTER DAPT 

生分解性ポリマーコーティングステント留置後の高出血リスク患

者における短期的および長期的な2剤による抗血小板療法（DAPT）

レジメンの検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

本研究の目的は、現在のガイドライン（GL）および使用説明書（IFU）

の枠内で、高出血リスク（HBR）の特徴を有する患者における生分

解性ポリマーコーティング Ultimaster シロリムス溶出ステント留

置後の短期的 DAPT レジメン（1 ヶ月）と長期的 DAPT レジメン（3

～12ヶ月）を比較することである。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

尾崎 行男 

藤田保健衛生大学 循環器内科学Ⅰ教室 主任教授 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
循環器内科・部長・樋口 義治・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

■侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他 

（テルモ㈱との委託契約） 

〈介入について〉     

■介入を伴う研究 

□介入を伴わない研究 

（観察研究） 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査につい

て〉 

■必要 

・モニタリング実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

・監査実施者 

（シー・ブイ・クエスト株式会社） 

□不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：対応表は大阪警察病院循環器内科で

保管し、研究目的以外には使用しない。研究期間の終了とともに、

すべてを破棄するか、連結不可能匿名化を行う。論文や学会発表は

患者情報を匿名化してからでしか発表されない。これらの患者情報

は前記の予定された解析結果の最終報告から５年間保存する。）□

なし 

７．問合せ先 
【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     
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  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051 

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問

い合わせ下さい。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。 
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研究番号 842 号 承認日 2018 年 3 月 14 日 

研究実施予定期間 承認後～2023 年 3 月 31 日 

 
情報公開文書 

  

１．研究課題名 

新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 

- New Japan Cardiac Device Treatment Registry 

（New JCDTR）- 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

１.目 的：我が国の心臓植込み型デバイスの植込み治療の実態を調査

する。それによって、心臓植込みデバイス植込み基準の適性を検

討する。  

 

２.対 象（予定症例数（コントロール群の有無）とその根拠を記載） 

心臓植込み型デバイス（植込み型除細動器：ICD, 心臓再同期療法：

CRT-P, 心臓再同期療法付き ICD：CRT-D, 皮下植込み型除細動器：

S-ICD）の植込み治療が行われた全例を対象とする。 

・前向き部分 

日本にて心臓植込み型デバイス（ICD, CRT-P, CRT-D, S-ICD）を

植込み治療が行われた患者。年間約 2,000 例の集積が予測され

るため、登録期間中に約 10,000例を目標とする。 

・後向き部分 

日本不整脈心電学会で集積されている 2006年から 2017年まで

の植込み型デバイス（ICD, CRT-P, CRT-D,S-ICD）の植込み治療

が行われた患者、約 20,000例。 

 

３.方 法 

1.研究のデザイン： 既存情報を用いた後向き研究及び介入を伴

わない前向き観察研究 

 

2. 症例データの登録および追跡方法： 本研究では、同意が得

られた研究対象者については、心臓植込み型デバイスの植込み

時からの情報を 1年毎にデータベースに登録する。 

・前向き部分 

2006-2017 年に植込み器機を植え込まれた患者は、植込み時の

登録事項を記入し、観察期間は 2018 年から開始する。2018 年

登録開始以前にイベント（適切・不適切作動、死亡）あるいは

観察不能になった患者さんは、その旨を最初の 1年の観察に記

入する。2018年以降に心臓植込み型デバイスを植え込まれて登

録を開始した患者さんは、その後 1年ごとに経過観察する。そ

の後、経過観察は死亡するまで継続していく。 

    ・後向き部分 

    2006 年～2017 年間のイベントの有無（適切・不適切作動、死

亡）、観察不能の有無 

 

3. 登録項目： 基礎項目(植込み時)は、性別、年齢、植込みの

種類、植込み術者、植込み目的、1 次予防時の対象不整脈、植

込み適応、植込みデバイス機種、植込み時のモード、植込みリ



 60 / 64 

ード、除細動テストの有無、植込み時の合併症、併用薬剤(抗不

整脈薬、心血管作動薬、抗凝固療法) 

患者背景（植込み時）は、基礎心疾患、冠動脈造影、心房細動・

粗動の有無、心疾患以外の疾患、NYHA 分類、左室機能、植込み

時の胸部 X 線・心電図、非持続性心室頻拍の有無、VT.NSVT に

対する治療の既往、Dyssynchrony, 加算平均心電図、TWA, 電

気生理学的検査、Holteｒ心電図、血液生化学結果 等 

一年毎に以下の情報を収集する。 

イベントの有無（ＶＴ／ＶＦの発生、不適切作動、死亡、心不

全のための入院、デバイスに関する合併症、デバイス関連の再

手術）、臨床背景のイベント（非持続性心室頻拍、カテーテルア

ブレーション、血行再建術の有無）、経過観察不能と判定した日 

等 

4. 追跡期間： 研究実施期間、登録期間、観察期間は以下と

する。なお、それぞれ 5年ごとに見直しをする。 

研究実施期間：2018年 1月 1日 ～ 2023 年 3月 31日 

・前向き部分：登録期間：2018年 1月 1日～2023年 3月 31日 

観察期間：2006年 1月 1日～2023年 3月 31日 

・後向き部分：対象期間：2006年 1月 1日～2017年 12月 31日 

４．評価方法 

日本不整脈心電学会で集積されている過去の情報（後向き部分）

と本研究で集積した情報（前向き部分）をあわせ、主要評価、副

次評価に対する臨床背景の違いを比較する。主たる検討はイベン

ト発生までの臨床背景、（特に予後に関連が強いと考えられてい

る左室機能、左室径、心室性不整脈、失神既往、腎機能）と植込

み除細動器の作動状況、生存予後を比較して、どのような患者背

景を有する患者に植込み型除細動器が作動しやすいのか、あるい

は突然死、総死亡に至るのかを検討する。予後の判定には、カプ

ランマイヤー曲線を、関連の強さは多変量解析を用いる。これに

よって、日本人における植込みデバイス植込みに適正な適応基準

を検討する。中止・脱落例、欠測値は、それらの値が有効であっ

た時までの期間とする。 

 

５．期待される成果並びに生じる権利 

この研究の結果として知的財産権が生じた場合、その権利は研

究責任者などに帰属し、研究に参加した被験者には属さない。 

 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
清水昭彦  山口大学医学部附属病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口 義治・循環器内科・部長・大阪警察病院 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 



 61 / 64 

５. 研究の分類 

 

 

 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

実施承認後 ～ 西暦 2023 年 3 月 31 日に日本にて心臓植込み型デバイス 

（ICD, CRT-P, CRT-D, S-ICD）を植込み治療が行われた患者 

登録期間 ：倫理委員会承認日～2023 年 3 月 31 日） 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 循環器内科      

  担当者：（氏名）平田明生    （職名）副部長        

  連絡先：06-6771-6051 
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 794 号 承認日 2017 年 12 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日～2028 年 3 月 31 日 

 

情報公開文書  
 

１．研究課題名 
左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観

察研究 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

本調査は、参加施設に入院した左室収縮能が保たれた心不全（Heart 

Failure with Preserved Ejection Fraction: HFpEF）患者を対象とし

て 、患者背景因子、病態評価項目、予後情報などを集約的に解析する

ことで、HFpEF の病態解明 及び 予後規定因子の同定を目指すととも

に、新規診断・治療法の開発につながる知見を出すこと目的とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂田泰史・循環器内科学・教授・大阪大学大学院医学系研究科 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・大阪警察病院循環器内科部長 

５. 研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（        ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（          ） 

・監査実施者 

（          ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法：研究責任者がパスワードを設定した USB

メモリーに記録保存し、鍵の掛かるキャビネットに保管する。） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：樋口義治・大阪警察病院循環器内科部長  

  連絡先：06-6771-6051  

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 785 号 承認日 2017 年 11 月 10 日 

研究実施予定期間 2017 年 10 月～ 

研 究 計 画 書  

 

１．研究課題名 BioFreedom薬剤コートステント留置後の血管治癒評価 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

薬剤コートステント BioFreedom 留置後 3ヶ月の血管治癒を OCT（近赤外線

を用いた画像診断システム）と血管内視鏡で評価すること 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治 大阪警察病院 循環器内科 部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治 大阪警察病院 循環器内科 部長 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（外部に接続の無いパソコンにパスワードを付して保存し、個人

情報の取扱には十分配慮を行う。） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科 

  担当者：（氏名）樋口義治（職名）部長 

  連絡先：06-6771-6051 

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 
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研究番号 397 号 承認日 2014 年 7 月 8 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 12 月 31 日 

 

情報公開文書  
 

１．研究課題名 大動脈内視鏡による動脈硬化診断と予後予測についての検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

大動脈内視鏡検査によって大動脈における動脈硬化の程度を診断し、

その状況と予後の関係について検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・大阪警察病院循環器内科部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
樋口義治・大阪警察病院循環器内科部長 

５. 研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（          ） 

・監査実施者 

（          ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法：研究責任者がパスワードを設定した USB

メモリーに記録保存し、鍵の掛かるキャビネットに保管する。） 

□なし 

６．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：循環器内科  

  担当者：樋口義治・大阪警察病院循環器内科部長  

  連絡先：06-6771-6051  

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。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。 

 

 


