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研究課題名： 
成人発症型末梢性肺動脈狭窄症の全国実態調査及び診断・治療効果の検証 
 
１．研究の対象 
2021 年 11 月 30 日までに日本の施設で成人発症型末梢性肺動脈狭窄症と診断された 18

歳以上の患者さん 

 
２．研究目的・方法 

この研究は、成人先天性心疾患学会及び肺高血圧症肺循環学会の協力のもと、成人発

症型末梢性肺動脈狭窄症の全国実態調査を行い、診断の実際、治療の効果を評価検討す

ることを目的としています。 

 対象の患者さんの以下の項目について、診療情報から情報を取得します。 
 
３．研究に用いる試料・情報の種類 

生年月、性別、診断年月、右心カテーテル検査結果など 
 
４．外部への試料・情報の提供 

情報は、誰の情報かわからないように新たに識別番号をつけて、研究事務局に提供します。対

応表は、当センターの研究責任者が保管・管理します。 

 

５．研究組織 

【代表研究機関】 

国際医療福祉大学医学部 循環器内科学 田村 雄一 

【共同研究機関】 

施設名 所属 責任者 

鹿児島大学病院 循環器内科 窪田 佳代子 

北里大学 循環器内科 石井 俊輔 

九州大学病院 循環器内科 細川 和也 

京都府立医科大学 循環器内科 中西 直彦 

杏林大学医学部 循環器内科学 伊波 巧 

呉共済病院 臨床研究科/循環器内科 土肥 由裕 

神戸大学医学部附属病院 循環器内科 谷口 悠 

国際医療福祉大学三田病院 循環器内科 田村 祐大 

千葉県済生会習志野病院 呼吸器内科 田邉 信宏 

千葉大学 呼吸器内科 重田 文子 
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筑波大学 循環器内科 佐藤 希美 

東京医科大学病院 循環器内科 山下 淳 

名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 足立 史郎 

北海道大学病院          呼吸器内科 辻野 一三 

横浜市立大学附属病院 循環器内科 小村 直弘 

群馬大学 循環器内科 高間 典明 

山形大学医学部附属病院 第一内科 加藤 重彦 

山梨大学医学部附属病院 循環器内科 中村 和人 

天理よろづ相談所病院 循環器内科 坂本 二郎 

東京慈恵会医科大学 循環器内科 田中 寿一 

東京都済生会中央病院 循環器内科 武井 眞 

富山大学附属病院 循環器内科 城宝 秀司 

 

６．お問い合わせ先 
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： 
国際医療福祉大学三田病院 循環器内科 田村 祐大 
〒108-8329 東京都港区三田 1-4-3 
TEL：03-3451-8121（代表） 
 
研究責任者： 
国際医療福祉大学三田病院 循環器内科 田村 祐大 
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・観察および検査項目 

 下記項目について診療録より取得します。 

【患者基本情報】 

生年月、性別、身長、体重、成人発症型末梢性肺動脈狭窄症の診断年月、肺高血

圧と診断された年月、患者が症状を自覚した年月 

【患者背景】 

(1) 症状 

(2) WHO functional class (Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) 

(3) 6 分間歩行距離 (m) 

(4) 脳梗塞/もやもや病/線維筋性異形成のそれぞれの既往・併存の有無 

(5) 先天性症候群の有無（有の場合の疾患名） 

(6) 遺伝子異常の有無 

【血液検査所見】 

CRP (mg/dl)、赤沈 1 時間値（mm/h）、抗核抗体（倍）、リウマトイド因子(IU/mL)、

IgG(mg/dL)、BNP(pg/mL)または NT-proBNP(pg/mL) 

【画像検査】 

(1) CT 検査 

大動脈狭小化、気管支動脈-肺動脈シャント、その他肺動脈以外の血管病変のそ

れぞれの有無 

(2) 肺動脈造影 

肺動脈狭窄（閉塞）の部位（肺動脈幹/左右種肺動脈/区域枝/更に末梢）、肺動脈

の蛇行 

(3) 肺血流シンチグラフィ 

楔状欠損、びまん性欠損、mottled pattern、それぞれの有無 

(4) 経胸壁心エコー検査 

TRPG(mmHg)、TR の重症度(mild、moderate、severe)、TAPSE(mm)、S’(m/sec)、

FAC(%)、右室拡大、右房拡大、心室中隔の圧排、それぞれの有無 

【右心カテーテル検査】 

収縮期肺動脈圧(mmHg)、拡張期肺動脈圧(mmHg)、平均肺動脈圧(mmHg)、平均右房

圧(mmHg)、収縮期右室圧(mmHg)、右室拡張末期圧(mmHg)、心拍出量(L/min)、心

拍出量係数(L/min/m2)、肺血管抵抗(単位 Wood Unit)、肺動脈楔入圧(mmHg)、混

合静脈血酸素飽和度(%) 

【Follow-up data】 

(1) 最終診察日 

(2) WHO functional class (Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) 

(3) BNP (pg/mL)、もしくは NT-proBNP (pg/mL) 
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(4) 6 分間歩行距離 (m) 

(5) 右心カテーテル検査 

収縮期肺動脈圧(mmHg)、拡張期肺動脈圧(mmHg)、平均肺動脈圧(mmHg)、平均右房

圧(mmHg)、収縮期 

右室圧(mmHg)、右室拡張末期圧(mmHg)、心拍出量(L/min)、心拍出量係数

(L/min/m2)、肺血管抵抗(単位 Wood Unit)、肺動脈楔入圧(mmHg)、混合静脈血酸

素飽和度(%) 

【治療内容】 

(1) 直近の右心カテーテル検査時、および最終（直近）の肺血管拡張薬の種類、

用量 

ボセンタン、アンブリセンタン、マシテンタン、シルデナフィル、タダラフィル、

リオシグアト、ベラプロスト、ベラプロスト（徐放剤）、トレプロスチニル、エ

ポプロステノール、イロプロスト 

(2) 経皮的肺動脈形成術 (BPA) 施行の有無、ステント留置の有無 

(3) 直近の右心カテーテル検査時、および最終（直近）の酸素投与量 

【臨床イベント】 

(1) 全死亡（発生日と死因） 

(2) 右心不全入院 (発生日) 

(3) BPA の合併症による入院の延長、または、入院 (発生日) 

(4) 気胸による入院 (発生日) 

(5) 肺血管拡張薬の副作用による入院延長、または、入院 (発生日) 

 

・個人情報の管理について 

個人情報の漏洩を防ぐため、群馬大学医学部付属病院 循環器内科において

は、個人を特定できる情報を削除し、データの数字化、データファイルの暗号化

などの厳格な対策を取り、第三者が個人情報を閲覧することができないように

しています。 

また、本研究の実施過程及びその結果の公表（学会や論文等）の際には、患者さ

んを特定できる情報は含まれません。 

 

・利益相反に関する事項について 

研究グループが公的資金以外に製薬企業などからの資金提供を受けている場

合に、臨床研究が企業の利益のために行われているのではないか、あるいは臨床

研究の結果の公表が公正に行われないのではないか（企業に有利な結果しか公

表されないのではないか）などといった疑問が生じることがあります。これを利

益相反（患者さんの利益と研究グループや製薬企業などの利益が相反している
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状態）と呼びます。この研究の利害関係については、群馬大学利益相反マネジメ

ント委員会の承認を得ております。また、この研究過程を定期的に群馬大学利益

相反マネジメント委員会へ報告などを行うことにより、この研究の利害関係に

ついて公正性を保ちます。 

 
・研究対象者の権利に関して情報が欲しい場合あるいは健康被害が生じたとき

に連絡をとるべき相談窓口について 
研究対象者がこの研究および研究対象者の権利に関してさらに情報が欲しい

場合、または研究対象者に健康被害が発生した場合に、研究対象者が連絡をとる

担当者は下記のとおりです。何かお聞きになりたいことがありましたら、どうぞ

遠慮なくいつでもご連絡ください。 

試料・情報を研究に用いることについて、対象者となることを希望されない方

は、下記連絡先までご連絡下さい。研究対象者とならない場合でも不利益が生じ

ることはありません。 
 

【問合せ・苦情等の相談窓口（連絡先）】 

 所属・職名：群馬大学医学部付属病院 循環器内科 教授 (責任者)          

 氏名： 石井 秀樹 

 連絡先：〒371-8511 

群馬県前橋市昭和町 3-39-15 

Tel：027-220-8145 

担当：循環器内科 高間典明                 

 

上記の窓口では、問合せ・苦情等の他、次の事柄について受け付けています。 

（１）研究計画書および研究の方法に関する資料の閲覧（又は入手）ならびに   

   その方法  ※他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護等に支 

   障がない範囲内に限られます。 

（２）研究対象者の個人情報についての開示およびその手続（手数料の額も含 

   まれます。） 

（３）研究対象者の個人情報の開示、訂正等、利用停止等について、請求に応 

   じられない場合にはその理由の説明 

（４）研究対象者から提供された試料・情報の利用に関する通知 

   ①試料・情報の利用目的および利用方法（他の機関へ提供される場合は 

    その方法を含む。） 

   ②利用し、または提供する試料・情報の項目 

   ③利用する者の範囲 
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   ④試料・情報の管理について責任を有する者の氏名または名称 

   ⑤研究対象者またはその代理人の求めに応じて、研究対象者が識別され 

    る試料・情報の利用または他の研究機関への提供を停止すること、お 

    よびその求めを受け付ける方法 

 


