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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 

当院救急部に搬送（もしくは受診）され、重症な外傷を有する患者さんです。 

 

２．研究目的・方法 

（１）目的 

重症患者さんに行っている診療とその結果に関する情報を、日本救急医学会と日本外傷学

会が日本外傷データバンクとして全国規模で広く集積することで、各施設における外傷診療

のデータを全国データと比較することにより各参加施設における診療の現状を明らかにし、

診療の質向上に寄与することを目的とします。さらに、集積された全国データを分析するこ

とで、どの診療行為が予後を改善し得るか明らかにすること、診断精度の向上、予後予測指

標の作成などの研究を実施することによって、本邦全体の外傷診療システム向上に寄与する

ことを併せて目的としています。 

 

（２）方法 

１）対象患者さん 

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（6段階の重症度 

スコアで 3以上）を有する患者さんです。 

２）この研究で用いられる方法 

個人を特定できる情報を除外した形で、診療に関する種々の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。 

３）研究期間 

2011年7月11日香川県立中央病院 倫理委員会承認後から2023年3月31日までの

予定です。 

 

３．研究に用いる患者さん情報の種類 

年齢、性別、受傷日時、受傷原因、受傷現場および病院到着時のバイタルサインおよび処置、

既往歴、検査所見、救命処置、輸血の有無、手術の有無、診断名、合併症、入退院情報（入院先、

入院日数、退院先、死亡）などです。 

 

４．外部への試料・情報の提供 

個人が特定できる情報（氏名、住所、生年月日など）は除外した形でデータ収集を行います。

データの紛失､改ざん､漏えいなどを防ぐために、データベースへのアクセスは ID とパスワード
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により適切に管理しています。収集した匿名化データは学術的研究施設（海外を含む）に提供

されますが、診療の質評価および研究目的以外には使用しません。研究成果は個人が特定でき

ないような形で発表します。日本外傷データバンクはデータベース用のサーバー管理を､プライ

バシーマーク取得業者へ委託しています。受託業者は適切にデータベースおよびデータを管理

する旨を契約書に記載し、データ取り扱いについて適宜日本外傷データバンクが監督しています。 

 

５．研究組織 

【研究代表者・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 

埼玉県所沢市並木 3 丁目 2 番地 

【研究事務局】 

防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門  

埼玉県所沢市並木 3 丁目 2 番地 

【参加施設・責任者】 

別紙の資料（参加施設リスト）をご覧ください。 

 

６．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ください。ご希望

があれば、他の研究対象者の個人情報およ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できますのでお申し出ください。 

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し出くだ

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。 

なお、データバンクへ登録後でも、お申し出によりそれ以降の分析から個人データを除外す

ることは可能ですが、お申し出時点より前の分析および発表済みの研究結果からの削除はでき

ない場合がありますので、ご承知くださいますよう何とぞお願いいたします。 

 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

研究責任者・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 

住所：埼玉県所沢市並木 3-2 

電話：04-2995-1211 内線 2739 

【香川県立中央病院の問い合わせ先】 

香川県立中央病院 研究責任者：救急部・救命救急センター 佐々木 和浩 

住所：〒760-8557 香川県高松市朝日町一丁目 2 番 1 号 

電話：087-811-3333（代表） 



参加施設
（JTCR登録施設名称） 責任者名
手稲渓仁会病院 救命救急センター 奈良　理
八戸市立市民病院救命救急センター 今　明秀
筑波メディカルセンター病院 河野　元嗣
群馬大学医学部附属病院 大嶋　清宏
埼玉医科大学国際医療センター 根本　学
秋田大学医学部附属病院 中永　士師明
大崎市民病院 救命救急センター 山内　聡
東北大学病院高度救命救急センター 久志本　成樹
日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 菊池　広子
石巻赤十字病院 石橋　悟
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター　救命救急センター 山田　康雄
山形県立中央病院救命救急センター 森野　一真
太田西ノ内病院救命救急センター 篠原　一彰
藤沢市民病院　救命救急センター 阿单　英明
栃木県済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター 小倉　崇以
前橋赤十字病院 高度救命救急センター 中村　光伸
防衛医科大学校病院救急部 池内　尚司
愛知医科大学病院 富野　敦稔
船橋市立医療センター　外傷センター 高瀬　完
国保旭中央病院 高橋　功
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 松本尚
千葉県救急医療センター 向井　秀泰
国保直営総合病院君津中央病院 救命救急センター救急・集中治療科 北村　伸哉
順天堂大学浦安病院救急診療科 岡本　健
春日井市民病院 渡邊　有三
東京女子医科大学八千代医療センター　救急科 定広　智仁
武蔵野赤十字病院 救命救急センター 須崎　紳一郎
東京医科大学救急医学講座 織田　順
帝京大学救命救急センター 藤田　尚
国立国際医療研究センター救急部 木村　昭夫
兵庫県立西宮病院 救急医療センター 鴻野　公伸
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 横田　裕行
杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター 山口　芳裕
東京医科歯科大学医学部附属病院 大友　康裕
慶應義塾大学病院　救急医学 佐々木　淳一
北海道大学病院 先進急性期医療センター 早川　峰司
東京大学医学部附属病院　救急科 森村　尚登
国立成育医療研究センター 救急診療科 植松　悟子
聖マリアンナ医科大学救急医学教室 平　泰彦
仙台市立病院 救命救急部 亀山　元信
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター高度救命救急センター 竹内　一郎
東海大学医学部付属病院高度救命救急センター 猪口　貞樹
北里大学病院　救命救急・災害医療センター 片岡　祐一
公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院 高野　昇平
横浜市立みなと赤十字病院 武居　哲洋
湘单鎌倉総合病院　外傷センター 土田　芳彦
独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 安田　貢
平塚市民病院　救急科/救急外科 葉　季久雄
さいたま赤十字病院 清田　和也
千葉大学医学部附属病院救急部 松村洋輔
新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中ｾﾝﾀｰ 広瀬　保夫
富山県立中央病院救命救急センター 川端　雅彦
昭和大学医学部救急医学 土肥　謙二
厚生連高岡病院　救命救急センター 吉田　昌弘
独立行政法人国立病院機構災害医療センター 岡田　一郎
JA長野厚生連佐久総合病院救命救急センター 岡田　邦彦
信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 今村　浩
伊那中央病院　救命救急センター 北澤　公男



地方独立行政法人長野市民病院　診療部救急科 坂口　治
高山赤十字病院 救命救急センター 白子　隆志
静岡赤十字病院救命救急センター 市川　博章
聖隷三方原病院　高度救命救急センター 早川　達也
済生会横浜市東部病院救命救急センター 北野　光秀
名古屋掖済会病院 北川　喜己
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 竹本　正明
小牧市民病院 井上　卓也
社会福祉法人恩賜財団　済生会滋賀県病院　救命救急センター 塩見　直人
飯田市立病院 神頭　定彦
徳洲会宇治徳洲会病院　メディカルクラーク部 玉岡　ゆう子
京都府立医科大学附属病院 太田　凡
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 大阪府泉州救命救急センター中尾　彰太
大阪府三島救命救急センター 秋元　寛
近畿大学医学部附属病院救命救急センター 村尾　佳則
大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 嶋津　岳士
大阪市立大学医学部附属病院救急部 溝端　康光
大阪警察病院　救命救急科 水島　靖明
公立豊岡病院　但馬救命救急センター 小林　誠人
兵庫県立淡路医療センター 吉田　剛
和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座 加藤　正哉
川崎医科大学附属病院救急部・高度救命救急センター 椎野　泰和
岡山大学病院高度救命救急センター 中尾　厚典
倉敷中央病院 内野　隼材
総合病院 社会保険 徳山中央病院 救急科 山下　進
徳島県立中央病院　救命救急センター 大村　健史
医療法人倚山会　田岡病院 救急科 上山　裕二
香川県立中央病院 佐々木　和浩
徳島赤十字病院 救命救急センター 吉岡　勇気
北九州市立八幡病院 救命救急センター 伊藤　重彦
北九州総合病院 坂本　喜彦
社会医療法人近森会　近森病院 根岸　正敏
雪ノ聖母会聖マリア病院 爲廣　一仁
社会医療法人財団池友会 新行橋病院 救命救急部 正久　康彦
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 救命救急センター 藤原　紳祐
荒尾市民病院 救急科 松園　幸雄
熊本赤十字病院 林田　和之
国立病院機構 熊本医療センター 救命救急センター 原田　正公
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 前原　潤一
長崎大学病院　救命救急センター 田﨑　修
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 中道　親昭
大分市医師会立アルメイダ病院　救命救急センター 稲垣　信洋
社会医療法人緑泉会 米盛病院 冨岡　譲二
沖縄県立单部医療センター・こども医療センター 梅村　武寛
福井県立病院 谷﨑　眞輔
久留米大学病院高度救命救急センター 高須　修
（独）国立病院機構北海道医療センター 七戸　康夫
旭川赤十字病院 小林　巌
秋田赤十字病院 藤田　康雄
岩手県立中央病院 須原　誠
茨城県立中央病院 関根　良介
獨協医科大学病院 小野　一之
川口市立医療センター 小川　太志
獨協医科大学埼玉医療センター 杉木大輔
埼玉医科大学総合医療センター 澤野　誠
松戸市立総合医療センター 漆畑 直
日本医科大学多摩永山病院 畝本　恭子
青梅市立総合病院 川上　正人
日本大学医学部附属板橋病院 木下　浩作



東京都立墨東病院 浜辺　祐一
東京医科大学八王子医療センター 新井　隆男
横浜医療センター 望月　聡之
昭和大学藤が丘病院 林　宗貴
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 竹本 正明
新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター 遠藤 裕
石川県立中央病院 明星　康裕
富山大学附属病院 若杉　雅浩
福井大学医学部附属病院救急部 木村　哲也
山梨県立中央病院 岩瀬　史明
長野赤十字病院 岩下　具美
岐阜大学医学部附属病院 小倉　真治
大垣市民病院 坪井　重樹
総合病院聖隷浜松病院 渥美　生弘
総合大雄会病院 井上　保介
半田市立半田病院 大平　周作
名古屋医療センター 森田　恭成
名古屋第二赤十字病院 加藤　久晶
京都第二赤十字病院救命救急センター 飯塚　亮二
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 西山　慶
京都第一赤十字病院 高階　謙一郎
大阪府済生会千里病院 林　靖之
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大西　光雄
大阪府立中河内救命救急センター 塩野　茂
関西医科大学附属病院 鍬方　安行
兵庫県災害医療センター 石原　諭
関西ろうさい病院 高松　純平
製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター 髙岡　諒
奈良県総合医療センター 關　匡彦
近畿大学医学部奈良病院 鷹羽　浄顕
三重大学医学部付属病院 横山　和人
広島大学病院 志馬　伸朗
福山市民病院 北川　拓磨
島根大学医学部附属病院 渡部　広明
島根県立中央病院 山森　祐治
愛媛県立新居浜病院 勝原　和博
飯塚病院 山田　哲久
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 森田　茂樹
佐賀大学医学部附属病院 阪本　雄一郎
宮崎大学医学部附属病院 落合　秀信
都城市郡医師会病院 名越　秀樹
深谷赤十字病院 金子　直之
都立広尾病院 後藤　英昭
兵庫県立加古川医療センター 当麻　美樹
市立札幌病院 三澤　一仁
札幌医科大学附属病院 上村　修二
札幌徳洲会病院 倉田　佳明
市立函館病院 武山　佳洋
札幌東徳洲会病院 松田　知倫
弘前大学医学部附属病院 石澤　義也
青森県立中央病院 齋藤　兄治
福島県立医科大学 伊関　憲
茨城西单医療センター病院 藤原　明
筑波大学附属病院 井上　貴昭
自治医科大学 井沢　祥光
高崎総合医療センター 小池　俊明
ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 櫻井　馨士
自治医科大学附属さいたま医療センター 守谷　俊
亀田総合病院 不動寺純明



東京ベイ・浦安市川医療センター 船越　拓
千葉労災病院 門馬　秀介
東千葉メディカルセンター 渡邉　栄三
公立昭和病院 岡田 保誠
東京女子医科大学東医療センター 矢口　有乃
駿河台日本大学病院 櫻井　淳
東京女子医科大学 矢口　有乃
聖路加国際病院 石松 伸一
東邦大学医療センター大森病院 一林　亮
東京都済生会中央病院 関根　和彦
日本赤十字社医療センター 諸江　雄太
国士舘大学大学院 田中　秀治
昭和大学横浜市北部病院 八木　正晴
川崎市立川崎病院 田熊清継
横須賀共済病院 土井　智喜
小田原市立病院 関　知子
横浜労災病院 木下 弘壽
新潟県立新発田病院 木下　秀則
市立砺波総合病院 河合　博志
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 向井　知巳
諏訪赤十字病院 酒井　龍一
JA岐阜厚生連中濃病院 森　茂
下呂市立金山病院 須原　貴志
沼津市立病院 伊藤　浩嗣
順天堂大学医学部附属静岡病院 柳川　洋一
静岡県立総合病院 登坂　直規
医療法人沖縄徳洲会静岡徳洲会病院 山之上　弘樹
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 松島 暁
藤枝市立総合病院 三木 靖雄
JCHO中京病院 上山 昌史
岡崎市民病院 浅岡　峰雄
名古屋市立大学病院 武藤　大
藤田医科大学 平川　昭彦
近江八幡市立総合医療センター救命救急センター 立川　弘孝
洛和会音羽病院 安田　冬彦
京都岡本記念病院 清水　義博
京都大学医学部附属病院 小池 薫
関西医科大学総合医療センター 和田　大樹
大阪府立急性期・総合医療センター 藤見　聡
神戸大学医学部附属病院 小谷 穣治
公立村岡病院 石田　長次
兵庫医科大学病院 平岡　淳一
神戸市立医療センター中央市民病院 佐々木　朗
奈良県立医科大学 福島　英賢
三重県立総合医療センター 田代　晴彦
日本赤十字社和歌山医療センター 平岡　眞寛
津山中央病院 森本　直樹
県立広島病院 山野上敬夫
独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 岩崎　泰昌
関門医療センター 佐藤　穣
鳥取大学医学部付属病院 本間　正人
香川大学医学部附属病院 黒田泰弘
高知医療センター 西田　武司
高知赤十字病院 西山　謹吾
小倉記念病院 中島　研
済生会福岡総合病院 則尾　弘文
福岡大学病院 喜多村　泰輔
福岡和白病院 白馬　雄士
福岡赤十字病院 友尻　茂樹



独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 江崎　卓弘
佐賀県立病院好生館 岩村　高志
大分大学医学部附属病院 坂本　照夫
県立宮崎病院 菊池　郁夫
宮崎善仁会病院 牧原　真治
浦添総合病院 米盛　輝武
敬愛会中頭病院 與那覇　俊美
沖縄県立北部病院 島袋　盛之
琉球大学医学部附属病院 久木田　一朗
日鋼記念病院 柳谷　晶仁
社会医療法人北斗北斗病院 井出　渉
岩手医科大学 井上　義博
岩手県立久慈病院 吉田　徹
みやぎ県单中核病院 古川　宗
会津中央病院 武市 和之
水戸済生会総合病院 村岡　麻樹
久喜総合病院 岡崎　幸生
東京慈恵医科大学附属柏病院 卯津羅　雅彦
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 菊野　隆明
東京曳舟病院 山本 保博
多摩総合医療センター 清水　敬樹
関東労災病院 早野　大輔
横浜市立市民病院 伊巻　尚平
海老名総合病院 山際　武志
魚沼基幹病院 山口　征吾
静岡済生会総合病院 小柴　真一
浜松医科大学医学部附属病院 吉野　篤人
豊橋市民病院 鈴木　伸行
市立福知山市民病院地域救命救急センター 北川　昌洋
岸和田徳洲会病院 鍜冶　有登
大阪市立総合医療センター 林下　浩士
堺市立総合医療センター 中田　康城
中国労災病院 中川　五男
山口大学医学部附属病院 鶴田　良介
山口県立総合医療センター 井上　健
徳島県立三好病院 三村　誠二
徳島県立海部病院 浦岡　秀行
愛媛県立中央病院 濱見　原
愛媛大学医学部附属病院救急部 相引　眞幸
健和会大手町病院 西中　徳治
九州大学病院 田口　智章
愛心会大隅鹿屋病院 木村　圭一 
鹿児島市立病院 吉原　秀明
沖縄県立中部病院 豊里　尚己
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 高江洲 秀樹


