研究番号 1208 号 承認日 2020 年 7 月 10 日
研究実施予定期間 承認後 ～ 2020 年 10 月 31 日

情報公開文書
１．研究課題名

がん相談支援センター利用者のアンケート調査に関する研究

２．研究の目的及び
実施計画の概要

大阪府下のがん診療（連携）拠点病院がん相談支援センターの利用
者を対象に相談内容や相談員の対応等についてアンケート調査を行
（研究に薬品や機器がある場
い、その利用状況や満足度について検証を行う。
合には品名と一般名も記載）

３．研究責任者
氏名・所属・職・所属機関

池山 晴人 大阪国際がんセンター がん相談支援センター長
岩田 知子 大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・
がん対策グループ 課長補佐

４．研究実施責任者
吉留 克英 乳腺内分泌外科 部長 大阪警察病院
氏名・所属・職・所属機関
〈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〉
〈インフォームド・コンセント
□介入を伴う研究
（アセント）について〉
■介入を伴わない研究（観察研究） ■必要
□不要
〈モニタリングと監査について〉
〈試料・情報の利用について〉
５. 研究の分類
■新規（取得試料・情報の利用） □必要
□既存（取得試料・情報の利用） ・モニタリング実施者
（
）
□既存（残余検体の利用）
・監査実施者
【保存年数】
（
）
■３年（提供元の場合）
□５年（提供先の場合）
■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
アンケート調査実施期間
６．研究の対象及び
各施設倫理委員会承認後から、2020 年 10 月末まで
実施予定期間
（総研究期間は、研究許可日から 2023 年 3 月末まで）

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： 乳腺内分泌外科
担当者：
（氏名）吉留 克英
（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 1103 号 承認日 2019 年 10 月 8 日
研究実施予定期間 承認後 ～ 2020 年 12 月 31 日

情報公開文書
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関
する研究
院内がん登録と、DPC データのリンクデータを作成した、採録負担の
２．研究の目的及び
少ない方法で診療実態の把握や標準診療実施率（QI）の算定・参加施
実施計画の概要
設へのフィードバックなどを行い QI システムの妥当性の検証・構築を
（研究に薬品や機器がある
行う。また、構築された院内がん登録-DPC リンクデータについてデー
場合には品名と一般名も記
タベースを構築し、がん対策、がん診療の向上のために有用な解析を
載）
行うとともに、その他の活用方法を検討する。
３．研究責任者
東 尚弘・がん対策情報センター がん登録センター・国立研究開発法
氏名・所属・職・所属機関
人国立がん研究センター
４．研究実施責任者
森 崇・事務部・事務局長 事務部長・大阪警察病院
氏名・所属・職・所属機関
〈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（ データ提出のみ ）
〈介入について〉
〈インフォームド・コンセント
□介入を伴う研究
（アセント）について〉
■介入を伴わない研究（観察研究） □必要
■オプトアウト
〈モニタリングと監査について〉
〈試料・情報の利用について〉
５．研究の分類
□新規（取得試料・情報の利用） □必要
■既存（取得試料・情報の利用） ・モニタリング実施者
□既存（残余検体の利用）
（
）
【保存年数】
・監査実施者
□３年（提供元の場合）
（
）
□５年（提供先の場合）
■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
【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：診療サービス課
担当者：（氏名）白井 智子 (職名) 課長
６．連絡先
連絡先：06-6771-6051
１．研究課題名

※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 934 号 承認日 2018 年 11 月 13 日
研究実施予定期間 承認後 ～ 2020 年 12 月 31 日

情報公開文書
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関
する研究
院内がん登録と、DPC データのリンクデータを作成した。採録負担の
２．研究の目的及び
少ない方法で診療実態の把握や標準診療実施率（QI）の算定・参加施
実施計画の概要
設へのフィードバックなどを行い QI システムの妥当性の検証・構築を
（研究に薬品や機器がある
行う。また、構築された院内がん登録-DPC リンクデータについてデー
場合には品名と一般名も記
タベースを構築し、がん対策、がん診療の向上のために有用な解析を
載）
行うとともに、その他の活用方法を検討する。
３．研究責任者
東 尚弘・がん登録センター・国立研究開発法人国立がん研究センタ
氏名・所属・職・所属機関
ー がん対策情報センター
４．研究実施責任者
川口 真嗣・事務部・事務部長・大阪警察病院
氏名・所属・職・所属機関
〈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（ データ提出のみ ）
〈介入について〉
〈インフォームド・コンセント
□介入を伴う研究
（アセント）について〉
■介入を伴わない研究（観察研究） □必要
■オプトアウト
〈モニタリングと監査について〉
〈試料・情報の利用について〉
５．研究の分類
□新規（取得試料・情報の利用） □必要
■既存（取得試料・情報の利用） ・モニタリング実施者
□既存（残余検体の利用）
（
）
【保存年数】
・監査実施者
□３年（提供元の場合）
（
）
□５年（提供先の場合）
■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
【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：診療サービス課
担当者：（氏名）白井 智子 (職名) 課長
６．連絡先
連絡先：06-6771-6051
１．研究課題名

※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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