東京都済 生会中央病院 で診療 を受 けられ る皆様 ヘ

・

東京都済生会中央病院(以 下、当院)で は、以下 の臨床研究 を実施 してお ります。この研究
は、通常 の診療 で得 られた過去の記録 をまとめることによって行います。この ような研究 は、
厚生労働省の「人を対象 とす る医学系研究 に関す る臨床指針」の規定 によ り、研究内容 の情
報 を公開す ることが必要 とされてお ります。 この研究 に関す るお問い合 わせなどあ りまし
お問い合わせ先】へ ご連絡 ください。
たら、以下の 【

̲

研究の名称】
【

IgA腎 症患者 にお けるステ ロイ ド治療 による蛋白異化 の評価
研究機関及び研究責任者】
【
研究機関 :東 京都済生会中央病院・ 腎臓内科
研究責任者 :竜 崎 崇和
研究 の 目的】
【
以前 よ りさまざまな疾患 に対す る治療 にステ ロイ ドが用 い られ てい ますが、 ステ ロイ ド
治療 に伴 い体蛋白の分解 の促進や ステ ロイ ドミオパ チーの発症 が報告 されています。そ こ
で当院の IgA腎 症 と診断された患者 さんの採血および蓄尿検査データか ら分解 された蛋白
量を推定す ることによ り、 ステ ロイ ド治療 に伴 う合併症対策 の有効な指標 とし診療 に役立
てることを目的 として本研究 を実施 します。
研究 の方法及び期間】
【
研究 の方法 :通 常 の診療 で得 られたかっこの記録 をまとめることによって行 います。
研究 の期間 :当 院 の臨床研究倫理審査委員会承認後か ら 2021年 3月 31日 まで
研究対象者 の選定 について】
【
・対象 となる患者 さん

2013年 1月 1日 〜2019年 12月 31日 までに、東京都済生会中央病院 に入院 した患者 さ
んの うち組織診断で IgA腎 症 または IgA血 管炎 と診断 された患者 さん
・利用す る診療1冑 報
・対象患者 さんの年齢、性別、疾患、身長、体重
・対象患者 さんの採血検査値、蓄尿検査値、随時尿検査値
・ 併用薬
・入院中の食事内容

対象 とな る,よ 者 さん に生 じる負担並 び に予Лlさ れ る リス ク及 び利益】
【
本研究 は通 常 の診療 で得 られた過 去 の記録 をま とめ る こ とによって行 われ るため、患者
さんへ の負担、 リス ク及 び利益 は発症 しな い と考 えます。
個 人情報 の取 り扱 い】
【
利用す る情幸にか らは、お 名前、住所 な ど、患者 さん を直接 同定 で きる個 人情報 は肖1除 しま
す。また、研究 成果 は学会や学術雑誌 で発表 され ますが、そ の際 も患者 さん を特定 で きる個
人情報 は利用 しませ ん。また、ご 自身 の デ ー タを研究 に利用す る こ とを承諾 されな い方 は以
下の 【
問 い合わせ 先】にご連絡 くだ さい。そ の場合 も、診療上何 ら不利 な扱 い を受 ける こ と
はあ りません。
【本研究 の実施 につ いて】
本研究 は、臨床研究倫理審査 委員会 による審査 の上、研究機関 の長 によ る承 諾 を得 て実施
してお ります。
【問 い合 わせ 先】
東 京都港区 三田

1417

東京都済 生会中央 病院 ・ 腎臓 内科
担当

本城

保東美

電 話 033451‐ 8211(代

)

