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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 

担当者の所属・氏名 聖路加国際病院 感染症科 森信好 

 

【研究責任者】 

 聖路加国際病院  感染症科 森 信好 

【研究代表者】 

東邦大学医療センター大森病院 膠原病科 南木敏弘 
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リウマチ・膠原病における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)レジストリ”

Rheumatology COVID-19 Registry”を利用した多施設共同観察研究 
 
1.研究の対象 
リウマチ・膠原病を治療中の方のうち、２０２３年４月までに新型コロナウイ

ルス感染症に罹患し、当院を受診された方 

 
2.研究の目的・方法 
・リウマチ・膠原病患者さんが新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、どの

程度重症化するかは不明です。この研究で得られる成果は、今後のリウマチ・膠原病患

者に対する感染予防対策、COVID-19 に対する治療計画の作成、予後の予測をすることにつ

ながります。 

・研究倫理審査委員会にて本研究が承認された日から２０２３年４月まで診療録

（カルテ）から抽出した情報をレジストリに登録し、解析します。 

 
3.研究に用いる試料・情報の種類 
①性別、COVID-19 発症時の年齢、喫煙状況、②COVID-19 の症状、臨床所見、合併症、治療

状況、③基礎疾患であるリウマチ・膠原病の病名、併存疾患、活動性、治療状況 等 

 ※試料の収集・使用はありません。 

 

4.外部への試料・情報の提供 

診療録（カルテ）から抽出した上記の情報を、あなたの個人情報が分からないように匿名化して

The COVID-19 Global Rheumatology Alliance が主宰する Rheumatology COVID-19 Registry と

いうレジストリに登録、保管します。なお、共同研究機関の間で診療録情報を共有・提供するこ

とはございません。 

 

5.研究組織 

 
共同研究機関 

研究担当者 

氏名 
職 

1 東邦大学医療センター大森病院 

膠原病科 

南木敏宏 教授 

2 東京医科歯科大学 

膠原病・リウマチ内科 

木原まり 非常勤講師 

3 東京医科歯科大学 

膠原病・リウマチ内科 

保田晋助 教授 

4 東京医科歯科大学 

生涯免疫難病学講座 

森雅亮 教授 

5 東京医科歯科大学 

医療イノベーション推進センター 

小池竜司 センター長 

6 聖マリアンナ医科大学 

リウマチ・膠原病・アレルギー内科 

川畑仁人 教授 

7 横浜市立みなと赤十字病院 

リウマチ科 

萩山裕之 部長 

8 東京女子医科大学 

膠原病・リウマチ痛風センター 

針谷正祥 教授・講座

主任 
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9 東京都保険医療公社荏原病院 

感染症内科 

横田和久 医長 

10 松原メイフラワー病院 

リウマチ・膠原病センター 

松原司 院長 

11 国立国際医療研究センター病院 

膠原病科 

金子礼志 診療科長 

12 大阪リウマチ・膠原病クリニック 西本憲弘 院長 

13 ひろせクリニック 廣瀬恒 院長 

14 片山整形外科リウマチ科クリニック 片山耕 院長 

15 松野リウマチ整形外科 松野博明 院長 

16 新横浜山前クリニック 

リウマチ科・内科 

山前正臣 院長 

17 都立大塚病院 

リウマチ膠原病科 

立石睦人 部長 

18 草加市立病院 

膠原病内科 

副島誠 医長 

19 産業医科大学 

第一内科学講座 

中山田真吾 講師 

20 国立病院機構相模原病院 

リウマチ科 

松井利浩 部長 

21 国立病院機構九州医療センター 

膠原病内科 

宮村知也 科長 

22 東京共済病院 

リウマチ膠原病科 

松尾祐介 医長 

23 武蔵野赤十字病院 

膠原病・リウマチ内科 

高村聡人 部長 

24 熊本赤十字病院 

リウマチ・膠原病内科 

押川英仁 副部長 

25 横浜市立大学 

血液・免疫・感染症内科学 

吉見竜介 講師 

26 川崎市立井田病院 

リウマチ膠原病・痛風センター 

鈴木貴博 所長 

27 JAとりで総合医療センター 

膠原病・リウマチ内科 

鈴木文仁 部長 

28 筑波大学 

膠原病･リウマチ･アレルギー内科 

松本功 准教授 

29 足利赤十字病院 

膠原病内科 

鏑木誠 部長 

30 中京病院 

皮膚科、膠原病リウマチセンター 

小寺雅也 部長 

センター長 

31 杏林大学病院 

腎臓・リウマチ膠原病内科学 

駒形嘉紀 教授 

32 名古屋市立大学 

リウマチ・膠原病内科 

難波大夫 部長・病院

准教授 

33 京都府立医科大学 

免疫内科学講座 

膠原病・リウマチ・アレルギー科 

川人豊 病院教授 

部長 



 

第 1.1 版（2019/10/10 作成） 

34 神戸大学 

膠原病リウマチ内科 

森信暁雄 准教授 

リウマチセ

ンター長 

35 獨協医科大学 埼玉医療センター 呼

吸器・アレルギー内科 

大和田高義 講師 

36 大同病院 

膠原病リウマチ内科 

土師陽一郎 主任部長 

37 さいたま赤十字病院 

膠原病・リウマチ内科 

堀越正信 部長 

38 信州大学 

医学部運動機能学教室（整形外科） 

中村幸男 准教授 

39 自治医科大学 

アレルギー膠原病学 

佐藤浩二郎 教授 

40 東京医科大学病院 

リウマチ・膠原病内科 

沢田哲治 教授 

41 京都大学 

免疫・膠原病内科 

大村浩一郎 准教授 

42 兵庫医科大学 

内科学糖尿病内分泌･免疫内科 

アレルギー･リウマチ内科 

松井聖 教授 

診療部長 

43 防衛医科大学校 

膠原病・アレルギー内科 

伊藤健司 講師 

44 日本赤十字社医療センター 

アレルギーリウマチ科 

鈴木毅 部長 

45 虎の門病院 

リウマチ膠原病科 

星野純一 部長 

46 広島大学 

リウマチ・膠原病科 

平田信太郎 准教授 

47 日本大学医学部 

内科学系血液膠原病内科学分野 

北村登 診療教授 

48 埼玉医科大学 

リウマチ膠原病科 

三村俊英 教授 

49 順天堂大学 

膠原病内科 

天野浩文 准教授 

50 世田谷リウマチ膠原病クリニック 吉田智彦 理事長 

51 新宿南リウマチ膠原病クリニック 吉田智彦 院長 

52 東信よしだ内科・リウマチ科 吉田智彦 総括院長 

53 熊本大学病院 

血液・膠原病・感染症内科 

平田真哉 講師 

54 国立病院機構横浜医療センター 

膠原病・リウマチ内科 

井畑淳 部長 

55 川崎市立川崎病院 

リウマチ膠原病・痛風センター 

田口博章 センター所

長 

56 東京リウマチクリニック 田中菜穂子 医師 
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57 彩の国東大宮メディカルセンター 

リウマチ・膠原病科 

高木賢治 部長 

58 香音クリニック 今井香織 院長 

59 目黒柿の木坂リウマチ・内科クリニ

ック 

山口晃弘 院長 

60 アカラクリニック 福田真 院長 

61 十条武田リハビリテーション病院 

リウマチ科 

駒野有希子 医長 

62 昭和大学 

リウマチ膠原病内科 

矢嶋宣幸 准教授 

63 昭和大学江東豊洲病院 

内科 

笠間毅 病院長 

64 昭和大学横浜市北部病院 

リウマチ・膠原病内科 

三輪祐介 准教授 

65 昭和大学藤が丘病院 

腎臓内科 

西脇宏樹 講師 

66 北里大学 

医学部膠原病・感染内科学 

山岡邦宏 教授 

67 青木内科クリニック 青木和利 院長 

68 市立長浜病院 

リウマチ・膠原病内科 

梅原久範 責 任 部 長

（副院長） 

69 東海大学医学部付属八王子病院 

総合内科 

檜垣恵 教授 

70 神戸海星病院 柱本照 医師 

71 神戸市立医療センター中央市民病院

整形外科 

安田義 部長 

72 国際医療研究センター国府台病院 

リウマチ膠原病科 

狩野俊和 科長 

73 国立病院機構千葉東病院 

リウマチ・アレルギーセンター 

松村竜太郎 部長 

74 小川赤十字病院 

リウマチ科 

秋山雄次 副院長 

75 ツチダクリニック 土田豊実 院長 

76 川崎幸クリニック 

 

佐藤洋志 医師 

77 東京労災病院 

リウマチ外科 

増岡正太郎 医師 

78 中部ろうさい病院 

リウマチ・膠原病科 

國領和佳 副部長 

79 日産玉川病院 

膠原病・リウマチ科 

平野史生 副部長 

80 湘南鎌倉総合病院 

リウマチ科 

吉澤和希 部長 

81 東京医科大学八王子医療センター 青木昭子 教授 
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リウマチ・膠原病内科 

82 生野リウマチ整形外科クリニック 生野英祐 院長 

83 東京都立墨東病院 

感染症科 

中村ふくみ 部長 

84 新宿つるかめクリニック 門前幸志郎 院長 

85 東北大学 

血液免疫病学分野 

石井智徳 准教授 

86 大阪大学 

呼吸器・免疫内科学 

高松漂太 学内講師 

 

 


