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（臨床研究に関する公開情報） 

 

相模原病院では、下記の臨床研究を実施しております。この研究の計画、研究の方法に

ついてお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ情報を利用することをご了解でき

ない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。

なお、この研究に参加している他の方の個人情報や、研究の知的財産等は、お答えできな

い内容もありますのでご了承ください。 

 

[研究課題名]  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 

[研究責任者] リウマチ科部長 松井利浩 

[研究の背景] 新型コロナウイルス感染症（以下；COVID-19）は、2019 年 12 月より

中国武漢市で発生、急速に世界へ広がり、2020 年 3 月 11 日世界保健機構（WHO）が

パンデミック（世界的流行）を明言するに至りました。現在、本邦においても感染者数は

急速に増加しています。 

[研究の目的] 東邦大学医療センター大森病院が中心となり、リウマチ・膠原病を基礎疾患

に有する患者様における COVID-19 の診療の現状・問題点を明らかにすることを目的と

して研究が計画されました。この研究で得られる成果は、今後のリウマチ・膠原病の患者

様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。 

[研究の方法]  

●対象となる患者さん 

2020 年 1 月から 2023 年 4 月末までに NHO 相模原病院において、リウマチ･膠原病

を有する COVID-19 患者。 

●研究期間：院長承認後から 2023 年 4 月 30 日 

●利用するカルテ情報： 

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

●検体や情報の管理 

診療録（カルテ）から抽出した情報を米国 University of California, San Francisco

（UCSF）に所管されるリウマチ・膠原病患者における COVID-19 レジストリに登録

し、解析します。 

[研究組織] 

この研究は、多施設との共同研究で行われます。研究で得られた情報は、共同研究機

関内で利用されることがあります。 

●研究代表者（研究の全体の責任者）： 

 東邦大学医療センター大森病院 膠原病科教授 南木敏宏  
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●その他の共同研究機関： 

 
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 

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 
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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 

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 



様式 8 ver.20180401 

国立病院機構相模原病院 情報公開用文書 作成日 2020年11月24日 第1版 

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 

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 客員教授 

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 



様式 8 ver.20180401 

国立病院機構相模原病院 情報公開用文書 作成日 2020年11月24日 第1版 

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 

リウマチ・膠原病内科 

青木昭子 教授 

82 生野リウマチクリニック 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 佐藤和人 非常勤医師 

85 大阪大学 

呼吸器・免疫内科学 

高松漂太 学内講師 

86 帝京大学 

医学部内科学講座 

河野肇 教授 

87 香川大学 

膠原病・リウマチ内科 

土橋浩章 診療科長 

准教授 

88 千葉県済生会習志野病院 

リウマチ膠原病アレルギー科 

高橋成和 部長 

89 東京大学 

アレルギー･リウマチ内科 

藤尾圭志 教授 

90 三井記念病院 

膠原病リウマチ内科 

鈴木暁岳 部長 

91 若林医院 

内科・リウマチ科 

古谷武文 院長 

92 仁愛医院 竹中健智 院長 

93 東京都健康長寿医療センター 

膠原病・リウマチ科 

久保かなえ 部長 

94 東京医療センター 

呼吸器科 

小山田吉孝 医長 

95 日本赤十字社医療センター 

呼吸器内科 

粟野暢康 医師 
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96 藤沢市民病院 

呼吸器内科 

増田誠 専門医長 

97 藤田医科大学 

リウマチ・膠原病内科 

安岡秀剛 教授 

98 藤田医科大学 

リウマチ・膠原病内科 

橋本貴子 講師 

99 聖路加国際病院 

感染症科 

森信好 医長 

100 
聖路加国際病院 

呼吸器内科 

西村直樹 医長 

101 
国立病院機構災害医療センター 

膠原病･リウマチ内科 

満尾晶子 医長 

102 
大阪南医療センター 

リウマチ･膠原病･アレルギー科、免

疫疾患センター 

大島至郎 部長 

 [個人情報の取扱い] 

研究に利用する検体や情報には個人情報が含まれますが、院外に提出する場合には、

お名前、住所など、個人を直ちに判別できる情報は削除し、研究用の番号を付けます。

また、研究用の番号とあなたの名前を結び付ける対応表を当院の研究責任者が作成し、

研究参加への同意の取り消し、診療情報との照合などの目的に使用します。対応表は、

研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。 

情報は、当院の研究責任者及び検体や情報の提供先である COVID-19 レジストリが

責任をもって適切に管理いたします。研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、そ

の際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。 

[問い合わせ先]   

国立病院機構相模原病院 

リウマチ科部長 松井利浩 

電話 042-742-8311（代表）  FAX 042-742-5314 

 


