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
担当者の所属・氏名 呼吸器内科・今井 亮介
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新型コロナウイルス(COVID-19)感染症のため
当院に入院された方を対象とした
COVID-19 の抗体検査に関する研究
1.研究の対象
聖路加国際病院に、COVID-19 感染症と診断され、治療のため入院された患者さ
んを対象とします。
2.研究の目的・方法
1) 研究の目的
新型コロナウイルス感染症と診断するための検査（PCR 検査）とは別に、新型コ
ロナウイルスに一度感染すると免疫（体内の細菌やウイルスから体を守るシステム）
ができるという研究結果から、これまでに感染があったか、また免疫があるかどう
かを調べる抗体検査が開発され注目が集まっています。この研究では新型コロナウ
イルス感染症と診断された方の血液を調べて、新型コロナウイルスに対する抗体
（体内に入ったウイルスや細菌を排除するために産生される免疫物質）の量を調べ
ます。この抗体の量を調べることで、新型コロナウイルスが体内に侵入するのを防
ぐ能力を調べるとともに、入院中の背景を調査することで、治療に使用された薬と
の効果や新型コロナウイルス感染症の重症度との関係を明らかにする研究を計画
しております。
この研究への参加のご協力により、この研究の結果が将来の患者さんや健康な方
が精度の高い抗体検査を受けていただけるなど社会に役に立つ可能性があります。
2) 研究方法
残余検体（入院中に採血され、保管されていた検体）を用いて、横浜市立大学で
抗体検査を実施します。インターネットを利用して、個人を識別することができな
い研究用の番号で登録されます
3) 研究実施期間
調査期間は研究倫理審査委員会承認後～2022 年 3 月 31 日です。

3.研究に用いる試料・情報の種類
①研究に使用する試料
残余検体（入院中に採血され、保管されていた検体）
②研究に使用する情報
背景情報（性別、年齢、人種、合併症等）
COVID-19 関する情報（発症日、診断日、治療に用いた薬剤）
、転帰、抗体測定結果
等
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いずれも、情報を提供してくださった個人が特定できないよう、これらの情報は完
全に匿名化されます。
4.外部への試料・情報の提供
本研究で用いる試料・情報を研究機関および研究協力機関に提供する際は、登録
時に発番される研究用の症例番号で管理し、研究対象者を特定することができない
ようにし、研究対象者の秘密保護に十分配慮します。
また検体を輸送する際は、委託契約に基づいて選定された業者が行うものとし、
個人情報が漏えいしないよう、個人情報取扱に関する内容を含む契約や秘密保持契
約などを交わし、必要に応じて作業監督を行います。
5.研究組織
別途資料参照「研究協力機関」
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Appendix 2．「研究協力機関」
横浜市立大学附属病院（後ろ向き研究）
救急科

教授

竹内 一郎

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9
Tel：045-787-2800
神奈川県立循環器呼吸器病センター
呼吸器内科

部長

萩原 恵里

〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東 6-16-1
Tel：045-701-9581
東京医科歯科大学医学部附属病院
呼吸器内科

教授

宮崎 泰成

〒113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45
Tel：03-3813-6111
関東労災病院
呼吸器内科

部長

平居 義裕

〒211-8510 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１−１
Tel：045-411-3131
国立精神・神経医療研究センター病院
消化器科

医長

有賀

元

精神科

医師

宇佐美 貴士

〒187-8551 東京都小平市小川東町 4-1-1
Tel：042-341-2711
板橋中央総合病院
救急科

医長

土方 利之

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-12-7
Tel：03-3967-1181
埼玉県立循環器・呼吸器病センター
呼吸器内科

感染症対策部長

倉島 一喜

〒360-0197 埼玉県熊谷市板井 1696
Tel：048-536-9900
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神戸市立医療センター中央市民病院
副院長

富井 啓介

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 2-1-1
Tel：078-302-4321
東京臨海病院
副院長

臼杵 二郎

呼吸器内科

部長

山口 朋禎

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2
Tel：03-5605-8811
船橋中央病院
内科

医長

石川

哲

〒273-8556 千葉県船橋市海神 6-13-10
Tel：047-433-2111
藤沢市民病院
副院長
呼吸器内科

西川 正憲
専門医長

増田 誠

〒251-8550 神奈川県藤沢市藤沢 2-6-1
Tel：0466-25-3111
聖路加国際病院
呼吸器センター

呼吸器内科

医長

西村 直樹

〒104-8560 東京都中央区明石町 9-1
Tel：03-3541-5151
九州医療センター
呼吸器内科

科長

岡元 昌樹

〒810-8563 福岡県福岡市中央区地行浜 1-8-1
Tel：092-852-0700
湘南藤沢徳洲会病院
呼吸器内科

部長

日比野 真

〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台 1-5-1
Tel：0466-35-1177
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日本赤十字社医療センター
呼吸器内科

副部長

猪俣 稔

〒150-8935 東京都渋谷区広尾 4-1-22
Tel：03-3400-1311
東京医科大学病院
呼吸器内科

主任教授

阿部 信二

助教

蛸井 浩行

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1
Tel：03-3342-6111
湘南鎌倉総合病院
院長代行
総合内科

部長

小林

修三

西口

翔

〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本 1370-1
Tel：0467-46-1717
大阪はびきの医療センター
臨床研究センター

部長

橋本 章司

〒583-8588 大阪府羽曳野市はびきの 3-7-1
Tel：072-957-2121
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