
 

 

熱傷入院患者のレジストリーに関する研究熱傷入院患者のレジストリーに関する研究熱傷入院患者のレジストリーに関する研究熱傷入院患者のレジストリーに関する研究    

    

    

１．研究の対象１．研究の対象１．研究の対象１．研究の対象 

2016年 2月 17日～2021年 3月 31日に当院救急部あるいは形成外科に入院された熱傷

患者様（熱傷急性期の患者様のみならず機能再建・整容目的の患者様を含む） 

 

２．研究目的・方法２．研究目的・方法２．研究目的・方法２．研究目的・方法    

研究目的： 

この疫学研究は「日本熱傷学会「熱傷入院患者レジストリー」への症例登録事業」といい、熱傷

のため入院された患者さんの診療情報をたくさんの施設から集め、一元的にデータベース化

することによって熱傷診療の調査を行うものです。日本熱傷学会が中心となり全国の医療機

関と共同で行っています。この研究は、我が国における熱傷診療の全体像を把握し、今後の

熱傷診療における質の向上に役立たせることを目的としています。 

方法： 

この疫学研究では、担当者が対象となる方のカルテ（診療記録）から、受傷年月日、年齢、重

症度、手術の有無、転帰などについて集計し、データベースである日本熱傷学会「熱傷入院患

者レジストリー」へ登録させていただきます。なお登録する時には、個人を特定できるような氏

名・診療カード番号・住所などは使用いたしません。日本熱傷学会は、全国の医療施設から登

録された診療情報を集計のうえ、我が国における熱傷診療の全体像を把握し、今後の熱傷診

療における質の向上に役立たせるために、学会などで公開します。 

研究期間： 

2016年 2月 17日～2021年 3月 31日 

 

３．研究に用いる試料・情報の種類３．研究に用いる試料・情報の種類３．研究に用いる試料・情報の種類３．研究に用いる試料・情報の種類    

 情報：受傷年月日、年齢、性別、熱傷の主原因、入院主目的（急性期治療、機能再建・整容）、

総熱傷面積、気道熱傷の有無、熱傷部位、手術の有無、死亡の有無、等 

 

４．４．４．４．外部への試料・情報の提供外部への試料・情報の提供外部への試料・情報の提供外部への試料・情報の提供 

データセンターへのデータの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行い

ます。対応表は、当施設の研究責任者が保管・管理します。 

 

５．研究組織５．研究組織５．研究組織５．研究組織    

防衛医科大学校 防衛医学研究センター外傷研究部門・病院救急部 齋藤大蔵 ほか 

熱傷入院患者レジストリー参加病院 105 施設 

熱傷入院患者レジストリー公式ホームページ： 



 

 

http://www.jsbi-burn.org/members/registry/archive/shourei.html 

および 資料②参加施設リスト参照 

    

６６６６．．．．お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ先先先先    

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、

研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

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、下記の連絡先までお

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。 

 

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

当施設研究責任者： 防衛医科大学校 防衛医学研究センター外傷研究部門 齋藤大蔵 

住所： 〒359-8513 

電話： 04-2995-1511 （代表） 〔内線 2612〕 

Email： ds0711@ndmc.ac.jp 

 

研究代表者： 

 防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門 齋藤大蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

認定施設一覧【平成 23 年度(2011)4/1～】                           資料② 

 

参加施設 責任者 

愛知医科大学病院 横尾 和久 

愛知県厚生連海南病院 佐藤 俊昭 

秋田大学医学部附属病院 中永 士師明 

旭川赤十字病院 阿部 清秀 

市立札幌病院 吉田 哲憲 

岩手医科大学附属病院 山田 裕彦 

牛久愛和総合病院 高橋 元 

愛媛県立中央病院 小林 一夫 

大阪市立総合医療センター 今井 啓介 

大阪市立大学医学部附属病院 原田 輝一 

大阪警察病院 山吉 滋 

大阪大学医学部附属病院 嶋津 岳士 

大阪府立中河内救命救急センター 塩野 茂 

大阪府立急性期・総合医療センター 藤見 聡 

(財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福屋 安彦 

鹿児島市立病院 森岡 康祐 

金沢医科大学病院 川上 重彦 

川口市立医療センター 中野 貴光 

川崎医科大学附属病院 鈴木 幸一郎 

関西医科大学附属病院（関西医科大学附属枚方病院）    北澤 康秀 

関西医科大学総合医療センター（関西医科大学附属滝井病院） 鈴木 健司 

北九州総合病院 迎 伸彦 

北里大学病院 内沼 栄樹 

京都大学医学部附属病院 小池 薫 

京都第二赤十字病院 奥田 良三 

杏林大学付属病院 山口 芳裕 

近畿大学医学部附属病院 松島 知秀 

熊本労災病院 小倉 猛 

久留米大学病院 渡部 功一 

慶應義塾大学病院 佐々木 淳一 

国立病院機構 災害医療センター 磯野 伸雄 



 

 

参加施設 責任者 

佐賀大学医学部附属病院 上村 哲司 

札幌医科大学附属病院 浅井 康文 

地域医療機能推進機構 中京病院（社会保険中京病院） 上山 昌史 

順天堂大学医学部附属浦安病院 田中 裕 

湘南鎌倉総合病院 山下 理絵 

信州大学医学部附属病院 杠 俊介 

聖マリアンナ医科大学病院 相原 正記 

千葉県救急医療センター 花岡 勅行 

帝京大学医学部附属病院 池田 弘人 

東海大学医学部付属病院 猪口 貞樹 

東京医科大学病院 村松 一 

東京女子医科大学病院 片平 次郎 

東京女子医科大学東医療センター 井砂 司 

東京女子医科大学八千代医療センター 竹内 正樹 

東邦大学医療センター佐倉病院 林 明照 

東北大学病院 久志本 成樹 

徳島大学病院 中西 秀樹 

獨協医科大学病院 大森 達人 

獨協医科大学越谷病院 池上 敬一 

都立広尾病院 後藤 英昭 

都立多摩総合医療センター 樋口 良平 

国立病院機構 長崎医療センター 藤岡 正樹 

長崎大学病院 大石 正雄 

長崎労災病院 近藤 加代子 

奈良県立医科大学附属病院 福島 英賢 

日本医科大学付属病院 百束 比古 

日本医科大学武蔵小杉病院 村上 正洋 

日本大学医学部附属板橋病院 仲沢 弘明 

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 木村 中 

浜松医科大学医学部附属病院 深水 秀一 

弘前大学医学部附属病院 横井 克憲 

広島大学病院 岩﨑 泰昌 

福岡大学病院 大慈弥 裕之 



 

 

参加施設 責任者 

福岡徳洲会病院 西村 剛三 

国立病院機構 別府医療センター 鳴海 篤志 

防衛医科大学校病院 高須 朗 

前橋赤十字病院 中野 実 

三重大学医学部附属病院 武田 多一 

山形県立中央病院 太田 勝哉 

山口県立総合医療センター 村上 隆一 

山梨県立中央病院 松田 潔 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 春成 伸之 

横浜市立みなと赤十字病院 伊藤 理 

大分中村病院 亀渕 克彦 

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 西村 哲郎 

熊本赤十字病院 吉野雄一朗 

済生会福岡総合病院 則尾弘文 

産業医科大学病院 安田  浩 

千葉大学医学部附属病院 三川 信之 

医療法人友愛会豊見城中央病院 峯 龍太郎 

兵庫県立加古川医療ｾﾝﾀｰ 当麻 美樹 

藤田保健衛生大学病院 武山 直志 

京都第一赤十字病院 永田  誠 

大阪医科大学 久徳 茂雄 

長野県厚生農業協同組合連合 佐久総合病院 中村  健 

北里大学メディカルセンター 柏木 慎也 

東邦大学医療センター大森病院 大西  清 

国立病院機構 高崎総合医療センター 荻野 隆史 

長野赤十字病院 岩澤 幹直 

岐阜大学医学部附属病院 小倉 真治 

国立病院機構 熊本医療センター 大島 秀男 

新潟大学医歯学総合病院 高野 敏郎 

高知赤十字病院 中川 宏治 

小牧市民病院 井上 卓也 

兵庫医科大学病院 上田 敬博 



 

 

参加施設 責任者 

兵庫県災害医療センター 石原 諭 

成田赤十字病院 加地 竜士 

市立奈良病院 久徳 茂雄 

日本医科大学多摩永山病院 諸江 雄太 

SUBARU 健康保険組合 太田記念病院 秋枝 一基 

岐阜県立多治見病院 風戸 孝夫 

筑波大学附属病院 小山 泰明 

市立岸和田市民病院 竹本 剛司 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 木下 直志 

 


