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臨床医学研究のお知らせ
聖路加国際病院では、将来の医療を向上させるため、臨床医学研究
を行っています。つきましてはご理解の上、ご協力をお願い申し上げ
ます。なお、個人情報は厳重に管理させて頂きます。
研究計画や研究方法に関係する資料をお知りになりたい場合は、他
の患者さんの個人情報や研究全体の目的や進行に支障となる事項以外
はお知らせすることができます。ご質問がありましたら下記連絡先に
お問い合わせください。
この調査では、ご協力を拒否することも自由です。もし、研究への
データ・試料の利用を望まない場合は、下記の連絡先までご連絡いた
だくか、医療スタッフへ申し出てください。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。
【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】
住所：〒104-0044 東京都中央区明石町 9-1
電話：03-3541-5151（代表）
担当者の所属・氏名 教育研修部 後藤 正博

【研究責任者】
聖路加国際病院
指導医：

教育研修部 後藤 正博
麻酔科
藤田 信子
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聖路加国際病院で脊椎手術を受けた方を対象とした
疼痛コントロールに関する研究
1.研究の対象
2010 年 1 月から 2018 年 9 月まで聖路加国際病院で脊椎手術を受けた患者
2.研究の目的・方法
本研究にて得られた差異に従い、疼痛コントロールの最適化を目指します。
なお、この調査では通常の保険診療以外の医療行為はなく、診療録（カルテ）に
記載される内容についての調査のみとなります。
調査期間は研究倫理審査委員会承認後～2019 年 3 月 31 日までの予定です。
3.研究に用いる試料・情報の種類
主なデータ項目は以下となります。
≪情報≫ ID、性別、国籍、人種、年齢、身長、体重、ＢＭＩ、術後合併症の
有無、術式、在院日数、オピオイド使用量 等
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Announcement of clinical research
At St. Luke's International Hospital, we conduct clinical research to
improve future medical care. We appreciate your understanding and
cooperation. In these studies, we will manage personal information
strictly. When you want to know the materials related to the research
plan and research method, we can provide the materials, except those
the personal information of other patients and the matters that impede
the purpose or progress of the whole research.
If you have any questions, please contact the below.
You can refuse your cooperation to this survey. If you do not wish to
use data or specimens for research, please contact the following or
medical staff. If you would refuse the cooperation, there would be no
disadvantage to you.
【

Contact address when refuse or inquiries to the research use】

9-1 Akashi-cho Chu-ou-ku Tokyo, 104-0044, Japan
TEL：03-3541-5151
Masahiro Goto, M.D.

【Research director】
Masahiro Goto, M.D.
Nobuko Fujita, M.D.
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This is the research for pain after spinal operation at St. Luke’s
international hospital.
1. The target of this research
The patients who took surgery between Jan/ 2010 and Sep/ 2018
2. The aim of this research
This study performs to determine the precise pain control using the result.
This study use not additional medical practice but medical chart. We plan to continue
this research from the day when Institutional Review Board approves this research until
31/ Mar/ 2019.
3. Type of information
Data we use is below.
<Information> ID, Sex, Nationality, Ethnic, Age, Height, Body Weight, BMI,
Complication of operation, Surgical Procedure, Opioid Consumption, Days Spent in
Hospital, etc.

If you have any trouble about this study, feel free to contact us. There is no disadvantage to
refuse this research.

Address：ZIP 104-0044
Phone：03-3541-5151
Masahiro Goto, M.D.
Responsible Person

Masahiro Goto, M.D.
Nobuko Fujita, M.D.

9-1 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo

