
腹腔鏡下直腸癌術後の性機能障害に関する研究 

 

1. 研究の対象 

20歳以上 70歳以下の男性で腹腔鏡手術による直腸癌根治術予定の方。 

2. 研究目的・方法 

本邦における腹腔鏡下手術の熟練施設から成る腹腔鏡下大腸切除研究会の参加施設におい

て、合併症としての性機能障害発生率を調査し、様々な施設にとって指標となる発生率を示

す事を目的としています。術前術後に性機能についてのアンケートを行います。 

研究期間 2020年 1月 15日～2026年 1月 31日 

3. 研究に用いる資料・情報の種類 

情報：生年月日、年齢、性別、直腸癌の病期、既往歴、現病歴、血液検査情報、手術情報、

術後経過、病理情報、術前術後の性機能アンケート結果 等 

4. 研究に関する利益相反について 

本研究は、横浜市立大学、外科治療学教室の基礎研究費を用いて行われます。特定の企業か

らの資金提供を受けておらず、特定の企業の利益を優先させて、あなたの治療方針を変えて

しまったり、研究の公正さを損なったりすることはありません。本研究の参加によって、あ

なたに追加で負担いただく費用はありません。通常の診療でかかる費用（保険診療の一部負

担金）はこの研究へご協力いただかない場合と同様にご負担いただきます。またこの研究へ

の参加謝礼はありません。 

5. 外部への資料・情報の提供 

データセンターへのデータ提供は、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、当センターの研究責任者が保管・管理します。 

6. 研究組織 

横浜市立大学外科治療学 利野靖 ほか 

腹腔鏡下大腸切除研究会の参加施設 計 61施設（下記） 

7. お問い合わせ先 

本研究に関するご質問など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

究計画書およ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、資料・情報が当該研究に用いられることについて患者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、下記の連作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： 

〒673-8558 兵庫県明石市北王子町 13-70 TEL：078-929-1151 

兵庫県立がんセンター消化器外科 古谷晃伸（研究責任者） 

研究代表者： 



横浜市立大学外科治療学 利野靖 

【研究参加施設一覧】（五十音順） 

2019/12/23付け 

施設名 部署名 研究責任者（敬称略） 研究担当者（敬称略） 

石川県立中央病院 消化器外科 山本大輔 山本大輔 

岩手医科大学 外科 大塚幸喜 大塚幸喜 

愛媛県立中央病院 消化器外科 發知将規 發知将規 

大分大学 消化器・小児外科 猪股雅史 赤木智徳 

大阪医科大学 一般・消化器外科 田中慶太朗 濱元宏喜 

大阪国際がんセンター 消化器外科 安井昌義 原口直紹 

大阪市立大学 消化器外科 永原央 井関康仁 

神奈川県立がんセンター 大腸外科 塩澤学 塩澤学 

刈谷豊田総合病院 消化器外科 小林建司 藤井善章 

川崎市立多摩病院 消化器一般外科 四万村司 四万村司 

がん研究会有明病院 大腸外科 福長洋介 山口智弘 

北里大学 医学部下部消化管外科学 古城憲 古城憲 

北里大学メディカルセンター 外科 内藤正規 内藤正規 

北野病院 消化器外科 福田明輝 福田明輝 

岐阜大学病院 消化器外科 吉田和弘 髙橋孝夫 

京都大学 消化管外科 肥田侯矢 坂本享史/ 鎌田泰之 

呉医療センター 外科 清水洋祐 清水洋祐 

群馬大学 消化管外科 小川博臣 小川博臣 

慶応義塾大学 一般・消化器外科 岡林剛史 岡林剛史 

県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 三口真司 三口真司 

高知医療センター 消化器外科・一般外科 稲田涼 稲田涼 

高知大学医学部附属病院 がん治療センター 小林道也 岡本健 

国立国際医療研究センター 大腸肛門外科 清松知充 清松知充 

国立病院機構長崎医療センター 外科 竹下浩明 竹下浩明 

埼玉医大国際医療センター 消化器外科 山口茂樹 平能康充 

JCHO大阪病院 外科 井出義人 井出義人 

滋賀医科大学 消化器・乳腺一般外科 谷眞至 三宅亨 

静岡がんセンター 大腸外科 塩見明生 山岡雄祐 

自治医科大学 消化器一般移植外科 堀江久永 堀江久永 

島根県立中央病院 外科 金澤旭宣 金澤旭宣 

順天堂大学 大腸・肛門外科 坂本一博 本庄薫平 

昭和大学北部病院 消化器センター外科 澤田成彦 澤田成彦 

市立池田病院 消化器外科 宗方幸二 宗方幸二 



神鋼記念病院  消化器外科 古角祐司郎 古角祐司郎 

住友別子病院 外科 赤本伸太郎 赤本伸太郎 

聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科 牧角良二 牧角良二 

聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器・一般外科 古畑智久 古畑智久 

聖マリアンナ医科大学西部病院 消化器・一般外科 大島隆一 大島隆一 

東京医科歯科大学 消化管外科学 絹笠祐介 菊池章史 

東京歯科大学市川総合病院 外科 長谷川博俊  浅原史卓  

東北大学 消化器外科 大沼忍 梶原大輝 

虎の門病院 消化器外科 的場周一郎 的場周一郎 

名古屋市立大学 消化器外科 髙橋広城 髙橋広城 

名古屋大学 腫瘍外科 上原圭 小倉淳司 

秦野赤十字病院 外科 大佛智彦 片山雄介 

浜の町病院 外科 植木隆 前山良 

兵庫県立がんセンター 消化器外科 古谷晃伸 古谷晃伸 

弘前大学附属病院 消化器外科 三浦卓也 三浦卓也 

広島市立広島市民病院 外科 吉満政義 吉満政義 

広島大学 消化器移植外科 惠木浩之 河内雅年 

福岡大学 消化器外科 長谷川傑 愛州尚哉 

福山市民病院 外科 黒瀬洋平 黒瀬洋平 

藤沢湘南台病院 外科 五代天偉 五代天偉 

藤田医科大学 総合消化器外科 花井恒一 花井恒一 

北海道大学 消化器外科 I 本間重紀 市川伸樹 

三重大学医学部 消化管小児外科 廣純一郎 廣純一郎 

横須賀共済病院 外科 諏訪宏和 諏訪宏和 

横浜市立大学附属病院 消化器・一般外科 利野靖 沼田正勝 

横浜市立大学附属病院 消化器外科 石部敦士 石部敦士 

横浜新緑総合病院 消化器センター外科 齋藤修治 齋藤修治 

横浜南共済病院 外科 佐伯博行 樋口晃生 

琉球大学医学部附属病院 第一外科 金城達也 金城達也 

 


