
公開文書 

臨床研究「患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価に関する研究」について 

 

筑波大学附属病院 救急・集中治療科では、標題の臨床研究を実施しております。 

本研究の概要は以下のとおりです。 

① 研究の目的 

当院集中治療室は、一般社団法人日本集中治療医学会が運営する診療データベー

ス事業（日本 ICU 患者データベース、Japanese Intensive care PAtient Database 

[JIPAD]）に参加しています。 JIPAD 事業は、集中治療室に入室した患者さんの重症度

等の医療情報を収集し、各施設間での比較および研究を行うことによって、医療の質の

向上および集中治療医学の発展をめざすことを目的としています。 

② 研究対象者 

 倫理委員会承認後に当院集中治療室に入室され治療を受けられた全ての方を対象

として JIPAD データーベースに情報を登録・提供します。 

③ 研究期間： 

 実施予定期間：倫理委員会承認後～2024 年 9 月 30 日 

患者登録期間：倫理委員会承認後～2024 年 3 月 31 日 

④ 研究の方法 

前向きコホート研究。当院での診療情報を JIPAD に前向きに登録されたデータは

JIPAD ワーキンググループの解析班によって解析されます。評価項目として各種重症度

スコアおよびその結果にもとづく予測死亡率、Standard Mortality Rate(標準化死亡比、

SMR)などを求めます。また蓄積したデータに基づいて日本独自の SMR 算定方式創出を

めざします。参加施設のベンチマークを目的として、重症度調整された SMR や ICU 利用

の施設差などを視覚化します。これらの情報は、年次レポートの形で参加施設に提供さ

れます。 

⑤ 試料・情報の項目 

患者背景（性別、生年月日、病名、慢性疾患の有無、入室の形態、入室の経路、手術

の有無）、ICU 在室中の情報（ICU 入室後 24 時間の重症度スコア、人工呼吸器装着の

有無とその期間、動脈圧ラインの装着や体外循環装置、腎代替療法の施行の有無）、

ICU 在室期間および転帰、在院期間および転帰等の各種重症度スコア算出のために必

要なデータを収集する。施設情報として、ICU 加算認可ベッド数などの設備情報および

ICU スタッフ配置など 



⑥ 試料・情報の第三者への提供について（該当する場合は記載） 

調査データは、データセンター（札幌市内のデータセンター、北海道インターネット・

エクスチェンジ・データセンター,日本集中治療医学会が契約）で発行した調査 ID でラベ

ルされ匿名化されます。データセンターにおいて情報の集計、分析を行われます。 

 

⑦ 試料・情報の管理について責任を有する者 

筑波大学 救急・集中治療 下條 信威 

⑧ 研究機関名および研究責任者名 

研究責任者 京都府立医科大学 橋本悟 

当施設代表 筑波大学附属病院 救急・集中治療科 井上貴昭 

その他の施設については添付資料参照 

⑨ 本研究への参加を希望されない場合 

患者さんやご家族（ご遺族）が本研究への参加を希望されず、試料・情報の利用又は

提供の停止を希望される場合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。すでに研究結

果が公表されている場合など、ご希望に添えない場合もございます。 

⑩ 問い合わせ連絡先 

筑波大学附属病院：〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2-1-1 

所属・担当者名：当施設研究責任者： 筑波大学附属病院  

救急・集中治療科 榎本 有希 

住所： 〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2 丁目 1 番地 1 

電話： 029-853-3210 

対応可能時間 (平日 9-17 時) 

 

 

 

 

 

  



 参加施設(2019 年 6 月時点) 

施設名 担当医師 

東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部 内野 滋彦 

東京ベイ浦安市川医療センターICU 片岡 惇 

慶應義塾大学病院総合集中治療室 鈴木 武志 

奈良県立医大集中治療部 井上 聡己 

徳島大学病院救急・集中治療部 中西信人 

倉敷中央病院集中医療センター 入江 洋正 

倉敷中央病院 EICU 小野寺 睦雄 

弘前大学医学部附属病院集中治療部 橋場 英二 

和歌山県立医科大学救急集中治療部 宮本 恭兵 

国立病院機構熊本医療センター集中治療室 原田 正公 

藤田医科大学病院 ICU 中村 智之 

長崎労災病院救急集中治療科 中村 利秋 

自治医大さいたま医療センター集中治療部 増山 智之 

東京慈恵会医大附属柏病院集中治療部門 鹿瀬 陽一 

諏訪赤十字病院 ICU 酒井 龍一 

福山市民病院中央手術部集中治療室 石井 賢造 

福山市民病院救命救急センター 宮庄 浩司 

横浜市立みなと赤十字病院 ICU 畠山 淳司 

東京医療センター麻酔科 尾崎 由佳 

獨協医科大学 救急医学講座 内田 雅俊 

春日井市民病院 集中治療部 森田 麻己 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 E-ICU, ICU 爲廣 一仁（E-ICU 部長） 

中東遠総合医療センターICU・CCU センター 淺田 馨 

JA 広島総合病院 櫻谷 正明 

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター 中野 通代 

順天堂大学医学部附属順天堂医院集中治療室 三高 千恵子 

杏林大学病院中央集中治療室 森山 潔 

堺市立総合医療センター集中治療科 熊澤 淳史 

旭川医科大学病院集中治療部 小北 直宏 

大阪大学医学部附属病院集中治療部 内山 昭則 

新百合ヶ丘総合病院集中治療室 竹本 正明 

健和会大手町病院 集中治療室 下里 アキヒカリ 

鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部 森山 直樹 

東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター 集中治療部 福島 東浩 



神戸市立医療センター中央市民病院 EICU,  GICU 大内 謙二郎 

国立病院機構大阪医療センター 集中治療部 木下 順弘 

仙台厚生病院 集中治療センター CCU・ICU 伊藤 淳 

広島大学病院 救急集中治療部 山賀 聡之  

日本医大千葉北総病院 集中治療部 浅井 邦也 

沖縄県立中部病院集中治療部 中山 泉 

横須賀市立うわまち病院 特定集中治療室 牧野 淳 

静岡県立こども病院 小児集中治療センター 川崎 達也 

鹿児島大学病院 政所 祐太郎 

高松赤十字病院 ICU 伊藤 辰哉 

静岡県立総合病院 集中治療センター 太田 啓介 

滋賀医科大学医学部附属病院 救急・集中治療部 辻田 靖之 

埼玉医科大学国際医療センター 集中治療科 古田島 太 

河北総合病院 救急部 後藤 順一 

東京医科歯科大学医学部附属病院 集中治療部 塩田 修玄 

大分大学医学部附属病院 集中治療部 大地 嘉史 

群馬大学医学部附属病院 集中治療部 室岡 由紀恵 

山形大学医学部附属病院高度集中治療センター 小野寺悠 

京都医療センター麻酔科（院内 ICU) 水津 悠 

東京慈恵会医科大学附属病院 PICU 飯島正紀 

神戸大学医学部附属病院 集中治療部 三住 拓誉 

奈良県県立医科大学 高度救命救急センター 福島 英賢 

京都医療センター救命救急科（救命 ICU) 西山 慶 

千葉大学医学部附属病院 救急部・集中治療医学  立石順久 

関西医科大学枚方病院総合集中治療部 穴田 夏樹 

大阪府立急性期・総合医療センター 集中治療部 平尾 収 

香川大学附属病院医学部附属病院 集中治療部 浅賀 健彦 

千葉ろうさい病院 救急・集中治療部 高村 卓志 

聖マリアンナ医科大学病院救命センター 内藤 貴基 

松戸市立総合医療センター 救命救急センター 中本 礼良 

金沢大学附属病院集中治療部 岡島 正樹 

東北大学病院 集中治療部 志賀 卓弥 

東京警察病院 集中治療センター 金井 尚之 

藤田医科大学病院救命ＩＣＵ 藤井 健一郎 

獨協医科大学埼玉医療センター ICU 多田勝重 

名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部 鈴木 章悟 



兵庫県立こども病院 小児集中治療科 黒澤 寛史 

浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部 青木 善孝 

名古屋第二赤十字病院 麻酔・集中治療部 ヤップ  ユーウェン 

沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 集中治療部 伊波 寛 

•  

 


