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研究番号 1602 号 承認日 2022 年 9 月 8 日 

研究実施予定期間 承認日～ 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 

血管内視鏡を用いた頚動脈ステント留置術後の新生内膜の評価 

Neointimal coverage of stents in cervical arteries observed

by angioscopy 

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） 

研究の目的：頚動脈ステント留置術(CAS)後の新生内膜を肉眼的に評価

する。 

実施計画の概要：CAS2 ヶ月後に、血管内視鏡を用いて肉眼的にステン

ト内腔の新生内膜の評価を行う。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
明田秀太・脳神経外科・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 
福留賢二・脳神経外科・医長・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．研究の対象及び 

実施予定期間 

内頚動脈または総頚動脈狭窄症(再発を除く)に対し、当院で CAS を受

けた患者。1年間の予定。 

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：   脳神経外科 

  担当者：（氏名）福留 賢二     （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 1601 号 承認日 2022 年 9 月 8 日 

研究実施予定期間 承認日～ 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
血管内視鏡を用いたフローダイバーター留置術後の新生内膜の評価 

Neointimal coverage of a flow diverter observed by angioscopy 

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） 

研究の目的：フローダイバーター(FD)留置術後の新生内膜を肉眼的に

評価する。 

 

実施計画の概要：FD 留置半年後に、血管内視鏡を用いて肉眼的にステ

ント内腔の新生内膜の評価を行う。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
明田秀太・脳神経外科・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 
福留賢二・脳神経外科・医長・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．研究の対象及び 

実施予定期間 

未破裂内頚動脈海綿静脈洞部動脈瘤に対し、当院で FD留置術を受けた

患者。2年間の予定 

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：   脳神経外科 

  担当者：（氏名）福留 賢二     （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 1596 号 承認日 2022 年 9 月 8 日 

研究実施予定期間 承認日～2027 月 12 月 31 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
離被架へリファレンスを設置しAutomatic Registrationを利用し

た胸腰椎低侵襲手術 

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） 

離被架へリファレンスを設置し Automatic Registrationを利用するこ

とで低侵襲性を最大限に保つ工夫について検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
本山 靖・脳神経外科・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 
松岡龍太・脳神経外科／脊椎脊髄センター・副医長・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：各症例で統計整理番号を割り付け、個

人識別対応表を作成し匿名化情報として保管する） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

2017年 1月～2027年 12月 

当院で離被架リファレンスを利用したナビゲーションガイド下胸腰椎

低侵襲手術をおこなった患者 

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： 脳神経外科 

  担当者：（氏名）松岡龍太   （職名）副医長   

  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 1512 号 承認日 2022 年 3 月 22 日 

研究実施予定期間 承認日～2023 月 2 月 28 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
メディカルブレインによる脊椎内固定器具シムブリッジ製造販売

後調査研究 

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） 

メディカルブレインによる脊椎内固定器具シムブリッジの有用性の評

価 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
本山 靖 大阪警察病院 脳神経外科 部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
新 靖史 大阪警察病院 脳神経外科 副部長 

 

 

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：                ）

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後～2023/2/28 

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：   脳神経外科 

  担当者：（氏名） 新 靖史   （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 1471 号 承認日 2021 年 12 月 17 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 月 10 月 31 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 経頭蓋刺激顔面運動誘発電位における至適モンタージュの検討 

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） 

刺激電極の設置位置を比較して経頭蓋顔面運動誘発電位の至適モンタ

ージュを検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
本山 靖・脳神経外科・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 
松岡龍太・脳神経外科・副医長・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：各症例で統計整理番号を割り付け、個

人識別対応表を作成し匿名化情報として保管する） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 

2021年 10月～2024年 10月 

当院で術中運動誘発電位モニタリング下に手術加療を行った方 

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： 脳神経外科 

  担当者：（氏名）松岡龍太   （職名）副医長   

  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。 

 



 7 / 13 

研究番号 1224 号 承認日 2020 年 9 月 9 日 

研究実施予定期間 承認日～  

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
日本国内の脳血管内治療に関する登録研究4 

JR-NET 4; Japanese Registry of NeuroEndovascular Therapy 

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】 

日本における血管内治療（カテーテルインターベンション）の実施状

況を把握し、治療成績の評価および治療成績に影響を与える因子の探

索を通じ、標準的治療と術者教育の指針を確立する。 

【適格基準】 

日本脳神経血管内治療学会専門医（指導医を含む）が治療に関与（術

者、助手、指導）した治療、治療施行後30日経過してから登録 

【観察項目】 

基本：登録者専門医番号、治療施設（所属、出張）、治療日、予定/緊

急 

背景：年齢、性別、発症前mRS 

治療：術者（指導医/専門医/非専門医）、対象疾患、実施治療法、技

術的成功、治療の合併症、合併症の転帰 

最終評価：治療30日後のmRS、重篤な有害事象の発生、治療との関連性 

個別情報：診断と治療別に設定（20項目まで） 

【主要エンドポイント】  

治療30日後のmodified Rankin Scale 0-2の割合 

【副次エンドポイント】 

1) 治療の技術的成功 

2) 治療30日以内における重篤な有害事象の発生 

3) 治療30日以内における、治療に関連した重篤な有害事象（合併症）

の発生 

【登録システム】 

臨床研究情報センター（Translational Research Informatics: TRI）

に構築した登録システム（URLは非公開）を利用したWEB登録 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
坂井 信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
明田 秀太 大阪警察病院 脳神経外科 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 
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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：  ）■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・2015 年 1 月 1 日 ～ 西暦 2019 年 12 月 31 日 

７．連絡先 
 氏名：明田秀太   所属：脳神経外科   職名：部長 

 PHS番号：     E-mail: 
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研究番号 1218 号 承認日 2020 年 7 月 10 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 薄型（0.3 ㎜）チタン製頭蓋骨固定用プレート及びメッシュの性能評価 

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） 

研究目的 

・薄型（0.3 ㎜）プレート及びメッシュの性能評価 

・スクリューの性能評価 

・手術器械の性能評価 

品名：SP プレート 一般名：体内固定用プレート  

＊実施計画書別途添付 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
米澤 泰司・脳神経外科・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 
米澤 泰司・脳神経外科・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） 

□３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：匿名化の上、対応表を作成する） 

□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 西暦 2023 年 12 月 31 日 

７．連絡先 

大阪警察病院 脳神経外科 部長 米澤泰司 

〒543-0035 

大阪府大阪市天王寺区北山町 10-31 

Tel 06-6771-6051 

Fax 06-6775-2838 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 / 13 

研究番号 1060 号 承認日 2019 年 6 月 25 日 

研究実施予定期間 承認日～2024 年 1 月 31 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 奈良医大くも膜下出血データベース 

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 

本研究の目的はくも膜下出血の発症状況、治療方法、予後などに関す

るデータベースの構築である。持続可能なデータベースを構築するこ

とで長期にわたるくも膜下出血の治療方法や予後の変遷について研究

することが可能となる。 

2概要 

くも膜下出血に関する大規模かつ持続可能なデータベースを作成する

ことができ、年次変化が解析可能となることで、より最適な治療方法

などに関する新たな知見を得ることができる。 

3背景 

くも膜下出血を取り巻く環境は大きく変化しつつある。特に治療方法、

すなわち従来から行われているクリッピング術に代わり血管内治療

（コイリング術）へのシフトが進んでいる。そのため、治療方法が大

きく変化している現状を継時的に記録し評価する必要性が生じてい

る。また、患者年齢の高齢化も進んでいると思われ、これら患者背景

と予後との関連についても継時的な記録と評価は重要と考えられる。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
中瀬 裕之・脳神経外科・教授・奈良県立医科大学 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
米澤 泰司・脳神経外科・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 

（WEBサイト作成管理 アイズ、代

表 千葉亜世之） 

〈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：連結可能匿名化、プロトコル 11.2、運

用マニュアル 4および 5参照） 

□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     
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  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：  脳神経外科    

  担当者：（氏名）米澤 泰司   （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 810 号 承認日 2018 年１月 16 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 
一般社団法人日本脳神経外科学会データーベース研究事業 

(Japan Neurosurgical Database) 

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） 

一般社団法人日本脳神経外科学会会員が所属する、日本全国の脳神

経外科施設における手術を含む医療情報を登録し、集計・分析するこ

とで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供すること

を目的とする。本研究により、日本の脳神経外科医療の実態を可視化

し、明らかとなった課題に対して実データに基づく改善策の検討や、

施設、地域や全国単位での脳神経外科医療の水準を明らかにすること

などが可能となる。 

また分析結果から、より正確に手術や治療に伴うリスクが明らかと

なり、患者さんや御家族と共に治療に伴うリスクとベネフィットを共

有した上で治療方針を決定することができる。全国の脳神経外科医療

の実態を俯瞰した視点で検証することで、より良い脳神経外科専門医

制度のあり方を検証するための基礎資料を提供する。  

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
嘉山孝正・先進医学講座・特任教授・山形大学医学部 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
米澤泰司・脳神経外科・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 

（関 順子    ） 

・監査実施者 

（平野 勝己） 

■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：対応表は当院脳神経外科内で保管し、

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。） 

□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： 脳神経外科  

  担当者：（氏名）米澤泰司   （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



 13 / 13 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


