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JGOG3022A1 

「卵巣高悪性度漿液性腺癌の病理組織学的細分類における診断再現性の検討」 

 

岡山済生会総合病院は特定非営利活動法人 婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）という多

施設共同研究グループに参加しており、参加関連施設から下記情報について収集を行って

おります。 

 

① 研究期間 

2020 年 1 月 10 日～2020 年 12 月 31 日 

 

② 研究対象者 

JGOG3022「FIGO 進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する

初回治療としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシ

ズマブ単独継続投与例の前向き観察研究』に登録された症例のうち高異型度漿液性癌

と診断された患者群 220 例 

 

③ 情報の利用目的及び利用方法 

JGOG3022 試験に参加された患者さんで登録された施設から提出された病理組織標本

からバーチャルスライドを作成し、複数の婦人科医、病理医で新しい病理組織学的細

分類による診断と予後や有害事象の検討を行います。情報を提供する際には患者氏

名，住所，参加各施設固有の番号（患者ＩＤ番号等）, 住所などの個人を特定しうる情

報は提供されません。 

 

④ 利用し、又は提供する情報の項目： 

具体的に提供する診療情報は下記のとおりです。 

1)病理組織標本 

2)疾患の情報について：年齢、手術進行期 

           手術のときの残存腫瘍について 

病理組織型 

     無増悪進行期間（化学療法開始から病気が増悪するまでの期間） 

全生存期間（化学療法開始からの生存期間） 

3)治療内容：治療した化学療法の薬剤名・コース数、 

化学療法の有害事象（高血圧・蛋白尿） 

 

⑤ 情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称： 

近畿大学医学部産科婦人科学教室 教授 松村謙臣 



作成日：2020 年 6 月 22 日 

岡山済生会版 作成日：2020 年 11 月 9 日 

岡山済生会総合病院 産婦人科 平野 由紀夫 

 

⑥ 二次利用について 

本研究のデータは他の臨床研究で二次利用される可能性があります。二次利用する場

合は改めて倫理委員会の審査を受け、研究対象者に情報が公開されます。 

二次利用を希望されない場合は下記連絡先へご連絡くだされば、申請された患者さん

のデータを保管期間終了後直ちに破棄させて頂きます。 

 

＊データーの保管期間 

研究終了報告日から 5 年又は研究結果の最終報告日から 3 年のいずれか遅い日まで代

表施設である近畿大学医学部産科婦人科学教室医局内にて厳重に保管します。 

 

⑦ 情報の公開と相談先 

この研究で得られた結果は、専門の学会や学術雑誌に発表されることもありますが、全症例

をまとめた形での発表となるため、個人情報が公になることはありません。 

また、研究計画書および研究の方法に関する資料は他の研究対象者等の個人情報及び知的財

産の保護等に支障がない範囲内に限り、入手閲覧することが可能です。研究に関してご不明の

点がございましたら、いつでも下記連絡先にお問い合わせください。 

なお、本研究は岡山済生会総合病院の審査を受け、岡山済生会総合病院 院長の許可を受け

て実施するものです。 

 

                                    連絡先： 

〒700-8511 岡山市北区国体町 2-25 

電話：086-252-2211（大代表） 

                       岡山済生会総合病院 産婦人科 

平野 由紀夫 
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⑧ 研究参加予定組織 

研究代表施設 

近畿大学病院産婦人科 教授・松村 謙臣 

 

研究協力施設 

 施設名  施設名 

1 がん研有明病院 41 松江市立病院 

2 東京慈恵会医科大学附属柏病院 42 新潟大学医歯学総合病院 

3 愛媛大学医学部附属病院 43 済生会長崎病院 

4 香川県立中央病院 44 久留米大学 

5 横浜市立大学附属病院 45 三沢市立三沢病院 

6 名古屋市立大学病院 46 山口大学医学部附属病院 

7 東邦大学医療センター 大橋病院 47 日本大学医学部付属板橋病院 

8 東京大学医学部附属病院 48 東京医科歯科大学医学部附属病院 

9 市立貝塚病院 49 関西労災病院 

10 岩手医科大学附属病院 50 藤田保健衛生大学病院 

11 小倉医療センター 51 群馬大学医学部附属病院 

12 立正佼成会附属佼成病院 52 奈良県総合医療センター 

13 三重大学医学部附属病院 53 熊本大学医学部附属病院 

14 大阪府立成人病センター 54 鹿児島医療センター 

15 鳥取大学医学部附属病院 55 県立広島病院 

16 東海大学医学部付属病院 56 岡山済生会総合病院 

17 四国がんセンター 57 岐阜大学医学部附属病院 

18 長崎大学病院 58 姫路赤十字病院 

19 昭和大学 藤が丘病院 59 弘前大学医学部附属病院 

20 東京慈恵会医科大学附属病院 60 浜松医科大学医学部附属病院 

21 大阪労災病院 61 獨協医科大学越谷病院 

22 伊勢赤十字病院 62 豊見城中央病院 

23 北里大学病院 63 横浜南共済病院 

24 聖マリアンナ医科大学病院 64 国家公務員共済組合連合会立川病院 

25 愛知県がんセンター中央病院 65 琉球大学医学部附属病院 

26 新潟県立がんセンター新潟病院 66 北海道大学病院 

27 産業医科大学病院 67 山形大学医学部附属病院 

28 武蔵野赤十字病院 68 自治医科大学 

29 九州がんセンター独法 69 KKR 札幌医療センター 
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30 徳山中央病院 70 鹿児島市立病院 

31 京都大学医学部附属病院 71 吹田徳洲会病院 

32 呉医療センター・中国がんセンター 72 大阪大学医学部附属病院 

33 徳島大学病院 73 松阪中央総合病院 

34 奈良県立医科大学附属病院 74 九州大学病院 

35 東京慈恵会医科大学附属葛飾医療ｾ

ﾝﾀｰ 

75 静岡県立静岡がんセンター 

36 JA 北海道厚生連旭川厚生病院 76 NTT 東日本関東病院 

37 JA 北海道厚生連札幌厚生病院 77 近畿大学医学部奈良病院 

38 東北大学 78 順天堂大学医学部附属病院 

39 和泉市立病院 79 長崎みなとメディカルセンター 

40 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院   

 


