
 

 

研究課題『ウィングスパンステントシステム市販後調査に基づく頭蓋内動脈硬

化症に対する経皮的血管形成術/ステント留置術に関する前向き観察研究』に関

する情報公開 

 

１． 研究の対象 

２０１４年７月１日～２０１７年１２月３１日の間に、動脈硬化性頭蓋内動脈狭

窄病変に対して、経皮的血管形成術を受けられた方 

 

２． 研究目的・方法 

頭蓋内動脈狭窄症に対するウィングスパンステントシステムを用いた経皮的血管形成

術/ステント留置術の市販後使用成績調査をもとに、本治療の安全性と有効性を評価す

ること。 

研究機関２０１４年７月１日～２０１８年１２月３１日 

 

３． 研究に用いる試料・情報の種類 

診断名、年齢、性別、既往歴、入院時症状、血液検査、画像検査、心電図検査、

治療内容など 

 

４． 外部への試料・情報の提供 

お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、デー

タセンターへの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で調査票に記

入をし、郵送で行います。学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定でき

ないような形で使用いたします。 

 

 

５．研究組織 

札幌白石記念病院 野中 雅 

札幌医科大学附属病院 飯星 智史 

厚生連総合病院帯広厚生病院 金 相年 

医療法人医仁会 中村記念病院 荻野 達也 

広南病院 松本 康史 

医療法人雄心会 函館新都市病院 原口 浩一 

国立病院機構 仙台医療センター 江面 正幸 

由利組合総合病院 須田 良孝 

仙台東脳神経外科病院 清水 俊夫 

森山医会 森山記念病院 朝来野 佳三 



 

 

東京警察病院 佐藤 博明 

流山中央病院 金澤 隆三郎 

東京医科大学病院 橋本 孝朗 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 松丸 祐司 

東京医科歯科大学医学部附属病院 根本 繋 

国立病院機構 水戸医療センター 加藤 徳之 

筑波大学附属病院 鶴田 和太郎 

埼玉医科大学国際医療センター 石原 正一郎 

国際医療福祉大学三田病院 上野 俊昭 

東京労災病院 比嘉 隆 

老年病研究所附属病院 内藤 功 

獨協医科大学 越谷病院 兵頭 明夫 

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 大石 英則 

東京女子医科大学病院 石川 達也 

明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 森本 将史 

沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 森 貴久 

石心会 川崎幸病院 津村 貢太朗 

聖マリアンナ医科大学 東横病院 植田 敏浩 

横浜市脳卒中・神経脊椎センター 甘利 和光 

浅間総合病院 後藤 昌三 

東京慈恵会医科大学 附属病院 石橋 敏寛 

報徳会 西湘病院 竹内 昌孝 

北里大学病院 近藤 竜史 

岐阜大学医学部附属病院 石澤 錠二 

朝日大学附属 村上記念病院 郭 泰彦 

名古屋掖済会病院 鈴木 宰 

杏嶺会 一宮西病院 根来 眞 

名古屋大学医学部 付属病院 泉 孝嗣 

刈谷豊田総合病院  大島 共貴 

富山大学 附属病院 桑山 直也 

藤田保健衛生大学病院 中原 一郎 

福井赤十字病院 波多野 武人 

中東遠総合医療センター 市橋 鋭一 

JA愛知厚生連 海南病院 小林 望 

西島病院 今岡 充 

名古屋市立大学病院  間瀬 光人 



 

 

神戸市立医療センター中央市民病院 坂井 信幸 

京都第一赤十字病院 今井 啓輔 

近畿大学医学部附属病院 布川 知史 

和歌山県立医科大学附属病院 増尾 修 

兵庫医科大学病院 吉村 紳一 

ペガサス 馬場記念病院 宇野 淳二 

京都大学医学部附属病院 菊池 隆幸 

大阪医科大学附属病院 宮地 茂 

医真会 八尾総合病院 高山 勝年 

康生会武田病院 滝 和郎 

天理よろづ相談所病院 秋山 義典 

徳洲会岸和田 徳洲会病院 松本 博之 

大田記念病院 大田 慎三 

マツダ病院 尾上 亮 

山口大学医学部 附属病院 石原 秀行 

川崎医科大学附属病院 松原 俊二 

宇部興産株式会社 中央病院 池田 典生 

高知医療センター 福井 直樹 

翠清会 梶川病院 須山 嘉雄 

徳島赤十字病院 佐藤 浩一 

小倉記念病院 石井 暁 

国立病院機構 九州医療センター 津本 智幸 

福岡大学筑紫病院 風川 清 

徳洲会 福岡徳洲会病院 吉田 英紀 

福岡大学病院 東 登志夫 

池友会 福岡和白病院 原田 啓 

大分大学医学部附属病院 清末 一路 

昭和大学藤が丘病院 寺田 友昭 

高知大学医学部附属病院 福井 直樹 

富山赤十字 津村 貢太朗 

 

５． 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。 



 

 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科 

担当医師  泉 孝嗣、 西堀 正洋 

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65番地 

電話 052-741-2111(代表) 

内線 泉 (3523) 西堀 (3520) 

 

研究責任者： 

名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科 泉 孝嗣 

 

研究代表者：  

国立循環器病研究センター 峰松 一夫 

 

 

 


