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項目

説明

試料・情報の利 研究課題名

STAR ReGISTry 附随研究

用目的

割合に関する研究

及び

研究目的

利用方法

消化管間質腫瘍 (GIST) のガイドライン遵守

本邦における GIST 患者におけるガイドライン遵守割合については今まで
に報告がない。本研究によりガイドライン遵守割合についての情報が得ら
れれば、GIST の診療の実情について貴重な情報が得られ、今後の GIST 患
者の治療や GIST 診療ガイドラインの改善に有用である可能性がある。
本邦における GIST 診療ガイドラインの遵守割合について検討する。

研究期間

⻄暦

2016 年

11 月 10 日

〜

⻄暦 201 9 年

3 月

31 日

利用する試料・情報の項目 [ ] 血液

[ ] だ液

（チェック[X]が入った項目を [ ] 病理組織
利用します）
[ ] 毛髪

[ ] 排泄物（尿・便） [ ] その他 (記載して下さい)

試料・情報の 研究責任者

主任研究者

[×] 臨床検査データ

[×] 診療記録
一般財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 消化器外科

管理について
の責任者

益澤 徹
分担研究者

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
⻄⽥ 俊朗
兵庫医科大学 病院病理部

廣田 誠一

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
科/乳腺・腫瘍内科

内藤 陽一

試料・ 当センターでの実施診 消化器外科胃食道
情報を 療科/部局等

共同研究の場合、共同 大阪警察病院 外科 益澤 徹
研究機関および各施設 三⽥市⺠病院 外科 光辻 理顕
る者の
での研究責任者

利用す
範囲

木沢記念病院 外科 尾関 豊

恵佑会札幌病院 消化器外科 ⻄⽥ 靖仙
星ケ丘医療センター 外科 ⾠⺒ 満俊
大阪府立急性期・総合医療センター 外科 藤谷 和正
大分大学医学部附属病院 腫瘍内科 大津 智
尼崎総合医療センター 外科 牧 淳彦
堺市立総合医療センター 外科 木村 豊
吹⽥市⺠病院 外科 戎井 力
名古屋大学医学部附属病院 消化器外科 小林 大介
岩手医科大学附属病院 外科 肥田 圭介
済生会熊本病院 外科センター 髙森 啓史
順天堂大学医学部附属静岡病院 外科 折田 創
帯広厚生病院 外科 大野 耕一
国際医療福祉大学三田病院 外科・消化器センター 池田 佳史
静岡県立総合病院 外科 高木 正和
岩手県立中央病院 消化器外科 井上 宰
熊本大学医学部附属病院 消化器外科 馬場 秀夫
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先端医療

君津中央病院 外科 海保 隆
市立貝塚病院 外科 辻仲 利政
国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科 後藤田 直人
山形大学医学部附属病院 外科学第一講座 木村 理
松下記念病院 外科 野口 明則
函館五稜郭病院 外科 髙金 明典
聖路加国際病院 消化器・一般外科 鈴木 研裕
日立総合病院 外科 丸山 常彦
慶應義塾大学病院 一般・消化器外科 和田 則仁
名古屋第二赤十字病院 消化器内科 蟹江 浩
四国がんセンター 消化器外科 羽藤 慎二
大手前病院 外科 中場 寛行
京都府立医科大学附属病院 消化器外科 大辻 英吾
愛知県がんセンター中央病院 消化器外科 伊藤 誠二
東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡科 光永 篤
⽣⻑会府中病院 外科 森本 純也
済生会奈良病院 外科 柴地 隆宗
北海道大学病院 腫瘍センター 小松 嘉人
神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 外科 近藤 正人
奈良県立医科大学附属病院 消化器・総合外科 松本 壮平
新潟県立がんセンター新潟病院 外科 藪崎 裕
京都桂病院 消化器センター 外科 間中 大
神奈川県立がんセンター 消化器外科 ⻑ 晴彦
大阪南医療センター 外科 前田 恒宏
東海大学医学部付属病院 消化器外科 鍋島 一仁
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器外科・一般外科
呉医療センター中国がんセンター 消化器外科 田代 裕尊
⻑野市⺠病院 外科 佐近 雅宏
千葉医療センター 外科 守 正浩
東京医療センター 外科 磯部 陽
大阪市立総合医療センター 消化器外科 玉森 豊
関⻄労災病院 消化器外科 田村 茂行
徳島大学病院 消化器外科 島田 光生
兵庫医科大学病院 上部消化管外科 笹子 三津留
旭川厚生病院 外科 赤羽 弘充
神⼾⼤学医学部附属病院 食道胃腸外科 掛地 吉弘
八尾市立病院 外科 松山 仁
⻄宮市⽴中央病院 外科 岡 義雄
国立国際医療研究センター病院 外科 徳原 真
那覇市立病院 外科 友利 寛文
麻生飯塚病院 外科 梶山 潔
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本多 博

東京医科大学八王子医療センター 第 5 外科 河地茂行
鳥取大学医学部附属病院 病態制御外科 齊藤 博昭
りんくう総合医療センター 外科 山村 憲幸
東京女子医科大学病院 消化器外科 山田 卓司
医療法人川崎病院 外科 藤川 正博
山梨大学医学部附属病院 第一外科 河口 賀彦
田附興風会医学研究所北野病院 消化器センター外科 上田 修吾
がん研究会有明病院 消化器内科 尾阪 将人
京都医療センター 外科 畑 啓昭
川崎医科大学附属病院 消化器外科 平井 敏弘
富山大学附属病院 第三内科 杉山 敏郎
札幌医科大学附属病院 第一外科 信岡 隆幸
大阪大学医学部附属病院 消化器外科 高橋 剛
帝京大学医学部附属病院 外科 福島 亮治
熊本赤十字病院 外科 田中 栄治
みやぎ県南中核病院 腫瘍内科 杉山 克郎
埼玉病院 外科 石塚 裕人
広島市⽴安佐市⺠病院 外科 平林 直樹
市立柏原病院 外科 天道 正成
埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 桜本 信一
京都大学医学部附属病院 消化管外科 坂井 義治
東京医科大学病院 消化器外科・小児外科 星野 澄人
大阪労災病院 外科 ⻑⾕川 順一
島根県立中央病院 外科 徳家 敦夫
富山県立中央病院 外科 加治 正英
自治医科大学附属病院 臨床腫瘍科 藤井 博文
大阪市立大学医学部附属病院 腫瘍外科 六車 一哉
山形県立中央病院 外科 福島 紀雅
愛媛大学医学部附属病院 消化器腫瘍外科 吉田 素平
千葉県がんセンター 消化器外科 滝口 伸浩
天理よろづ相談所病院 腹部一般外科 吉村 玄浩
佐賀県医療センター好生館 消化器外科 佐藤 清治
広島大学病院 消化器・移植外科 大段 秀樹
岡山医療センター 外科 内藤 稔
岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 吉田 和弘
国立がん研究センター中央病院 消化管内科 高島 淳生
横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 消化器病センター 國崎 主税
済生会宇都宮病院 一般外科 篠崎 浩治
岡山済生会総合病院 外科 高畑 隆臣
横浜市⽴市⺠病院 消化器外科 高橋 正純
横浜労災病院 消化器内科 地口 学
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兵庫県立加古川医療センター 外科 中村 毅
東京慈恵会医科大学附属病院 消化器外科 矢永 勝彦
九州医療センター 消化器センター外科 楠本 哲也
松山赤十字病院 外科 高橋 郁雄
藤田保健衛生大学病院 上部消化管外科 宇山 一朗
横浜市立大学附属病院 一般外科 利野 靖
足利赤十字病院 外科 高橋 孝行
千葉大学医学部附属病院 食道胃腸外科 松原 久裕
岡山労災病院 外科 石崎 雅浩
関⻄医科⼤学⾹⾥病院 外科 金 成泰
石川県立中央病院 消化器外科 稲木 紀幸
北里大学病院 一般・消化器外科 山下 継史
大阪府立成人病センター 消化器外科 大森 健
東京都立駒込病院 胃外科 岩崎 善毅
製鉄記念室蘭病院 消化器外科 仙丸 直人
島根大学医学部附属病院 消化器・総合外科 平原 典幸
九州がんセンター 消化器外科 森田 勝
東北大学病院 腫瘍内科 高橋 雅信
秋田大学医学部附属病院 腫瘍内科 井上 正広
香川県立中央病院 消化器外科 田中 則光
広島市⽴広島市⺠病院 外科 二宮 基樹
市立豊中病院 外科 今村 博司
新潟⼤学医⻭学総合病院 消化器外科 石川 卓
三条総合病院 外科 神田 達夫
川崎医科大学附属川崎病院 外科 山辻 知樹
彦根市立病院 外科 寺村 康史
山口大学医学部附属病院 消化器・腫瘍外科学（第 2 外科） 吉野 茂文
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