
 

 

新医学系指針対応「情報公開文書」改訂 

 

日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究 

 

１．研究の対象 

2016年 7月 11日～2020年 3月 31日に当院救急部に入院された外傷患者様 

 

２．研究目的・方法 

研究目的： 

外傷は子供や若年層の死因の第 1位、2位を占め、社会的損失の大きい健康問題です。外傷

の診療の質を評価し、向上させることは外傷による死亡率を低下させるために重要です。本研

究では、外傷診療にかかわるデータを全国の医療施設（主に救命救急センター）から収集し、

各医療施設の診療の質評価や、診療行為の効果を評価するための分析を行います。施設ごと

のデータを全国データと比較することにより、各施設の診療の現状を評価することが可能になり、

診療の質向上に寄与することができます。さらに、集積されたデータを分析することにより、診

療行為の効果や診断の精度を評価し、外傷診療システム全体の向上に寄与することが期待で

きます。 

方法： 

本研究の対象となるのは、全国の救急医療施設を受診され、重症外傷を有する患者様です。

個人を特定できる情報を除外した形で患者情報・データを登録します。登録はインターネットを

用いた入力により行います。 

研究期間： 

2016年 7月 11日～2020年 3月 31日 

 

３．研究に用いる試料・情報の種類 

 情報：受傷原因、受傷時の血圧、心拍数、呼吸数、意識レベル、病院での処置・治療内容、入

院日数、死亡の有無、等 

 

４．外部への試料・情報の提供 

データセンターへのデータの提供は、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、当施設の研究責任者が保管・管理します。 

 

５．研究組織 

防衛医科大学校 防衛医学研究センター外傷研究部門・病院救急部 齋藤大蔵 ほか 

日本外傷データバンク参加病院 264施設 

日本外傷データバンク公式ホームページ： https://www.jtcr-jatec.org/traumabank 



 

 

追加資料②参加施設リスト参照 

 

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。 

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： 

当施設研究責任者： 防衛医科大学校 防衛医学研究センター外傷研究部門 齋藤大蔵 

住所： 〒359-8513 

電話： 04-2995-1511 （代表） 〔内線 2612〕 

Email： ds0711@ndmc.ac.jp 

 

研究代表者： 

 防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門 齋藤大蔵 

mailto:ds0711@ndmc.ac.jp
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手稲渓仁会病院 順天堂大学医学部附属静岡病院
北海道大学病院 聖隷三方ヶ原病院
社会医療法人北斗北斗病院 静岡県立総合病院
（独）国立病院機構北海道医療センター 静岡徳洲会病院
市立札幌病院 豊橋市民病院
日鋼記念病院 総合大雄会病院
札幌医科大学附属病院 藤田保健衛生大学
旭川赤十字病院 名古屋市立大学病院
弘前大学医学部附属病院 半田市立半田病院
青森県立中央病院 愛知医科大学医学部附属病院
八戸市立市民病院 名古屋掖済会病院
岩手医科大学 社会保険中京病院
岩手県久慈病院 岡崎市民病院
大崎市民病院 三重大学医学部付属病院
東北大学病院 近江八幡市立総合医療センター
仙台市立病院 済生会滋賀県病院
石巻赤十字病院 京都第二赤十字病院
（独）国立病院機構仙台医療センター （独）国立病院機構京都医療センター
秋田赤十字病院 洛和会音羽病院
福島県立医科大学 市立福知山市民病院地域救命救急センター
太田西ノ内病院 京都第一赤十字病院
会津中央病院 徳洲会宇治徳洲会病院
茨城西南医療センター病院 京都府立医科大学
（独）国立病院機構水戸医療センター 大阪府泉州救命救急センター
筑波大学附属病院 岡山大学病院
筑波メディカルセンター病院 広島大学病院
茨城県立中央病院 （独）国立病院機構呉医療センター中国がんセンター
獨協医科大学病院救命救急センター 福山市民病院
東京医科大学八王子医療センター 県立広島病院
慶應大学病院 中国労災病院
聖路加国際病院 （独）国立病院機構関門医療センター
帝京大学 徳山中央病院
東邦大学医療センター大森病院 山口県立総合医療センター
（独）国立国際医療研究センター 山口大学医学部附属病院
東京大学医学部附属病院 徳島県立海部病院
公立昭和病院 徳島県立中央病院
東京女子医科大学東医療センター 徳島県立三好病院
日本医科大学付属病院 倚山会田岡病院
杏林大学医学部附属病院 香川大学医学部附属病院
駿河台日本大学病院 香川県立中央病院
東京女子医科大学 愛媛県立中央病院
青梅市立総合病院 愛媛大学医学部附属病院救急部
日本大学医学部附属板橋病院 高知医療センター
東京医科歯科大学医学部附属病院 社会医療法人近森会近森病院ER
東京都立墨東病院 高知赤十字病院
昭和大学横浜市北部病院 久留米大学病院高度救命救急センター
（独）国立病院機構横浜医療センター 飯塚病院
日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 健和会大手町病院
済生会横浜市東部病院救命救急センター 北九州市立八幡病院
聖マリアンナ医科大学 九州大学病院
湘南鎌倉総合病院 北九州総合病院
横浜市立市民病院 小倉記念病院
小田原市立病院 自治医科大学
横須賀共済病院 栃木県済生会宇都宮病院
平塚市民病院 群馬大学医学部附属病院
藤沢市民病院救命救急センター 前橋赤十字病院
沼津市立病院 高崎総合医療センター
静岡赤十字病院 富士重工業健康保険組合太田記念病院
静岡県立こども病院 さいたま赤十字病院
静岡済生会総合病院 埼玉医科大学国際医療センター
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久喜総合病院 近畿大学医学部附属病院
川口市立医療センター 岸和田徳洲会病院
獨協医科大学越谷病院 大阪大学医学部附属病院
防衛医科大学校病院 大阪市立総合医療センター
埼玉医科大学総合医療センター 関西医科大学附属滝井病院
船橋市立医療センター 大阪市立大学医学部附属病院
順天堂浦安病院 関西医科大学附属枚方病院
国保旭中央病院 兵庫県立西宮病院
日本医科大学千葉北総病院 兵庫県立加古川医療センター
千葉大学医学部附属病院 兵庫県立淡路病院
千葉県救急医療センター 兵庫医科大学病院
松戸市立病院 神戸市立医療センター中央市民病院
亀田総合病院 神戸大学医学部附属病院
国保直営総合病院君津中央病院 兵庫県災害医療センター
東京慈恵会医科大学附属柏病院 公立豊岡病院但馬救命救急センター
昭和大学病院 公立村岡病院
（独）国立病院機構東京医療センター 関西労災病院
日本大学医学部社会医学講座 製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター
（独）国立病院機構災害医療センター 奈良県立奈良病院
都立広尾病院救命救急センター 奈良県立医科大学
武蔵野赤十字病院 和歌山県立医科大学附属病院
日本医科大学多摩永山病院 鳥取大学医学部付属病院
東京医科大学 津山中央病院救命救急センター
関東労災病院 川崎医科大学附属病院
横浜労災病院 倉敷中央病院
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 福岡和白病院
東海大学医学部付属病院 福岡赤十字病院
昭和大学藤が丘病院 （独）国立病院機構福岡東医療センター
北里大学病院 済生会福岡総合病院
横須賀市立うわまち病院 福岡大学病院
横浜市立みなと赤十字病院 雪ノ聖母会聖マリア病院
横浜栄病院 佐賀大学医学部附属病院
新潟市民病院 佐賀県立病院好生館外傷センター
新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター （独）国立病院機構嬉野医療センター
厚生連高岡病院 長崎大学病院
市立砺波総合病院 （独）国立病院機構長崎医療センター
富山県立中央病院 荒尾市民病院
富山大学附属病院 熊本赤十字病院
金沢大学附属病院 熊本医療センター
福井県立病院 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院
福井大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院
山梨県立中央病院 アルメイダ病院
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 県立宮崎病院
諏訪赤十字病院 宮崎大学医学部附属病院
飯田市立病院 宮崎善仁会病院
伊那中央病院 都城市郡医師会病院
佐久総合病院 愛心会大隅鹿屋病院
信州大学医学部附属病院 鹿児島市立病院
長野赤十字病院 沖縄県立中部病院
高山赤十字病院 沖縄県立北部病院
大垣市民病院 琉球大学医学部附属病院
下呂市立金山病院 浦添総合病院
JA岐阜厚生連中濃病院 敬愛会中頭病院
岐阜大学医学部附属病院
大阪府済生会千里病院千里救命救急センター
大阪府立急性期・総合医療センター
阪和記念病院
（独）国立病院機構大阪医療センター
大阪府立中河内救命救急センター
大阪府三島救命救急センター


