『肛門管癌の病態解明と Staging に関する研究』について

１．研究の対象
1991 年～2015 年に主病巣の部位が肛門（管）の悪性腫瘍として治療が開始された方

２．研究目的・方法
肛門管は恥骨直腸筋付着部上縁より肛門縁までの管状部と規定されており、発生学的に
は内胚葉と外胚葉組織の接合部であり多彩な組織を有しています。その部位から発生する
癌も多彩であるのに対し、本邦の大腸癌取扱い規約（規約）は腺癌を中心に分類されている
ので肛門管癌の特殊性のために規約に合致しない事項があるのが現状です。
今回の研究では、本邦における肛門管癌の病態解明とともに、肛門管扁平上皮癌の実臨
床に沿った Staging を行い、その治療方針の提案を行うことを目的としています。今回の症例
調査研究の収集・解析の精度管理のためには腺扁平上皮癌の鑑別が重要であり、病理検査
研究を行うことで実臨床に沿った Staging を補完します。
本研究は、大腸癌研究会の『肛門管癌の病態解明と Staging に関する研究』プロジェクトに
所属する下記に列挙する 51 施設において 1991 年～2015 年に手術を受けた約 2000 人の患
者さんの入院および外来において通常の臨床現場で得られた臨床資料のみを用いる後ろ向
き観察研究です。研究期間は 2017 年～2019 年を予定しています。なお、本研究のために新
たに患者さんから検体を採取したり、投薬したりすることはありません。

３．研究に用いる試料・情報の種類
情報：大腸癌全国登録の診療情報、各施設の診療情報
（年齢、性別、手術年月、治療方法、病理検査所見、再発有無、予後、等）
試料：個人が識別できないよう匿名化した腺扁平上皮癌の病理検体

４．外部への試料・情報の提供
研究に使用するデータのうち、個人を識別可能とする対応表は試料提供元の各施設の研
究責任者が保管・管理します。研究事務局には個人が特定できないよう加工されたデータの
み集積し、研究事務局が保管・管理します。このうち、腺扁平上皮癌の病理検体は、個人が
識別できないよう匿名化して集積し、事務局で取りまとめて病理学施設へ送付し病理診断を
行います。得られた情報は事務局で責任者のもと管理と処理を行います。
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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ください。
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：
研究事務局：
住所： 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江 3 丁目 2 番 55 号
大腸肛門病センター高野病院
電話： 096-320-6500（代表）
FAX： 096-320-6555
研究に関するお問い合わせ：

大腸肛門病センター高野病院 消化器外科

佐伯泰愼

個人情報、その他に関するお問い合わせ：

大腸肛門病センター高野病院 医療情報センター

有働功一

