
 

同意の取得について： 

  今回の研究では患者さんから同意取得はせず、その代りに対象となる患者

さんへ向けホームページで情報を公開しております。以下、研究の概要を記

載しておりますので、本研究の対象となる患者さんで、ご自身の情報は利用

しないでほしい等のご要望がございましたら、大変お手数ですが下記のお問

い合わせ先までご連絡ください。 

 

研究課題名： 

磁気共鳴画像法(Magnetic resonance imaging)で得られた脳画像と臨床評価

尺度のデータベース構築と多施設による共同運用（retrospective study） 
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研究の意義と目的： 

順天堂大学放射線科では、神経変性疾患の病態の解明や、鑑別診断や治療評

価の際に患者さんや医師の助けとなるバイオマーカーの開発を目的として、

様々な研究を行っております。 

神経変性疾患分野の研究に真の飛躍をもたらすためには、研究リソースを今

まで以上に充実させ、画一的に品質管理し、複数の研究機関で相互運用するこ

とが重要との認識が広まりつつあります。さらには、広く研究者が利用できる

ような、自由閲覧可能なデータベースの構築が、神経変性疾患分野における研

究の創出・推進をもたらす可能性が非常に高いと考えております。加えて、ヒ

トの神経疾患に関する研究の際に、他の霊長類のデータとの比較が重要である

ことが、認識されつつあります。このため、磁気共鳴画像装置（MRI）にて撮像

されたヒトおよび霊長類の脳画像とこれに付随する臨床評価尺度を多数例収載

したデータベースの構築が、精神医学分野における研究の創出・推進をもたら

す可能性が非常に高いと考えております。 

このたびは、先日取得させていただきましたデータが、完全に個人を識別で

きないようにした上で、自由に閲覧可能なデータリソースとして、革新脳臨床

研究グループデータリソースセンター、東京大学医学部附属病院精神神経科・

包括型脳科学研究推進支援ネットワーク（包括脳ネットワーク）・独立行政法

人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）・理化

学研究所脳科学総合研究センター（理研 BSI）ないしこれらが指定する機関によ

って管理・運営されるデータベースに対して提供されることを、ご了承いただ

ければと考えております。また、本研究で構築されたデータベースが研究の目

的で使用される際に、当研究室および共同研究機関で収集され当該データベー

スに登録されたヒトデータセットおよび霊長類データセットが、あわせて解析

されることがあることを、ご了承いただければと考えております。 

なお、これまでに測定したデータを使用させていただきますので、新たな検

査をお願いすることはございません。つきましては、下記詳細をよくお読みい

ただき、データの新たな取り扱い方法へのご協力をお願いいたします。なお、

データの新たな取り扱い方法にご協力・ご同意いただけない場合には、お手数

ですが、問い合わせ先の担当者まで郵送もしくはメールにてご連絡ください。

お申し出があった場合には、当該データベースへの提供の前であれば、自由に

閲覧可能なデータリソースとしてのデータ提供をしないようにいたします。 

 

観察研究の方法と対象：  

本研究の対象となる患者さんは、2017 年 7 月承認日までに、順天堂大学放

射線科の「ドパミントランスポーターイメージ、脳 MRI によるパーキンソン病

及び類縁疾患の病態解明」、「認知症およびその関連疾患の 3T-MRI による画

像統計解析」に参加頂いた方です。 

 

研究に用いる試料・情報の種類：  

利用させていただくカルテ情報は下記です。 

情報：MRI・SPECT 画像データ、病歴、治療歴、神経心理検査、血液検査デー

タ、カルテ番号、生年月日   



 

外部への試料・情報の提供 

 皆さんのデータ（MRI・SPECT 画像データ、臨床データ）は革新脳臨床研究

グループデータリソースセンター、東京大学医学部附属病院精神神経科・包括

型脳科学研究推進支援ネットワーク（包括脳ネットワーク）・独立行政法人科

学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）・理化学研

究所脳科学総合研究センター（理研 BSI）ないしこれらが指定する機関によって

管理・運営されるデータベースに対して提供されます。その際には氏名・住所・

生年月日などの個人情報を削り、代わりに新しく符号をつけ、どなたのものか

分からないようにした上で提供します。データの引き渡しはセキュリティ保護

のあるネットワーク専用回線または暗号化されたメディアを用いて東大精神神

経科への転送により行い、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行いま

す。対応表は順天堂大学の研究責任者が保管・管理します。 

 

 研究解析期間：承認日 ～ 西暦 2022 年 6 月 30 日 

 

 研究対象者の保護： 

  本研究に関係するすべての研究者は、ヘルシンキ宣言（2013 年 10 月 

WMA フォルタレザ総会[ブラジル]で修正版）及び人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針（2017 年 2 月 28 日一部改正）に従って本研究を実

施します。 

 

 個人情報の保護：  

患者さんの情報は、個人を特定できる情報とは切り離した上で使用します。 

  また、研究成果を学会や学術雑誌で発表されますが、患者さん個人を特定 

できる個人は含みません。 

 

 利益相反について： 

  本研究は、研究費によって実施しておりますので、外部の企業等からの資

金の提供は受けておらず、研究者が企業等から独立して計画し実施するもの

です。従いまして、研究結果および解析等に影響を及ぼすことはありません。

なお、本研究の責任者および分担者は、順天堂医院医学系研究利益相反マネ

ジメント委員会に必要事項を申告し、その審査を受けております。 
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○慶應義塾大学医学部生理学 ○慶應義塾大学医学部精神神経科学 ○脳情報

通信融合研究センター 

   

お問い合わせ先：  

本研究に関するご質問がありましたら下記の連絡先までお問い合わせくださ

い。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護に支障

が無い範囲内で、研究計画書および関連資料を閲覧することができますのでお

申し出ください。 

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者としませんので、

下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じる

ことは有りません。 

 

  順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科 



  電話：03-3813-3111 （内線）5241 

  研究担当者：鎌形 康司 

 

 


