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   日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究    

 

１．臨床研究について 

 九州大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究し、診

断法、治療法の改善に努めています。このような診断や治療の改善の試みを一般に「臨床

研究」といいます。その一つとして、九州大学病院整形外科では、現在整形外科で運動器

の病気や怪我に対する手術を受ける患者さんを対象として、その手術に関するデータを収

集し保存するデータベースを作成する「臨床研究」を行っています。 

 

今回の研究の実施にあたっては、九州大学医系地区部局臨床研究倫理審査委員会の審査

を経て、研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は、令和 6

年 10月 23日までです。 

 

 

２．研究の目的や意義について  

今回の研究では、整形外科で運動器の病気や怪我に対する手術を受ける患者さんを対象

として、その検査データなどを集めたデータベースを作成することを目的としています。 

整形外科で取り扱う運動器（体を動かすための四肢や脊椎などの骨・関節・筋肉・神経

の総称）の病気や怪我は小児から高齢者まで幅広く国民の活動低下をもたらし、国民の健

康寿命を損なう大きな原因となっています。特に加齢により移動能力が低下し要介護のリ

スクがあるロコモティブシンドロームは推定患者数 4700 万人とされています。整形外科手

術の件数は年間 120 万件を超えており、社会の高齢化の影響を受けて年々増加の一途を辿

っていますが、全国規模での手術登録システムが存在しないため全容が不明のままです。

特にこの領域では人工関節、骨固定材料など体内埋込型医療機器を長期間体に埋め込んだ

ままにする手術が多く、その実施状況と治療成績に関する情報を収集することは、医療の

質の向上や医療費の適正化などに必要なものです。この研究により世界に類を見ない大規

模な運動器疾患のデータベースが構築されることにはこのような意義があります。 

 

 

３．研究の対象者について  

九州大学病院整形外科において令和 2 年 4 月１日から令和 6 年 10 月 23 日までに手術を

受ける患者さんの、年間約 1500名（他施設共同研究約 120 万人）を対象にします。 

 

研究の対象者となることを希望されない方又は研究対象者のご家族等の代理人の方は、

事務局までご連絡ください。 
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４．研究の方法について  

 この研究を行う際は、カルテより以下の情報を取得します。また、保管されている以

下のカルテ情報を用いた研究が、公益社団法人 日本整形外科学会（日整会）にて、今後

検討される予定です。 

 

 〔取得する情報〕 

(1) データベースは2 階建て構造とし、以下に各階層別の調査項目を示します。 

(2) データベースの１階部分（日整会主導の調査項目）：患者ID（匿名化ID①：各データ登

録機関のルールにより個人情報保護法に準拠し作成し、対応表で管理する。匿名化ID②：

データ登録機関コード＋ナンバリング）、年齢、性別、ハッシュ値（元になるデータから一

定の計算手順により求められた、規則性のない固定長の値）①（患者氏名＜読み＞、性別、

生年月日、その他の項目より作成→アウトカム（結果）としての再手術時の患者突合に利

用）、医療機関コード、疾患情報（標準病名、ICD-10 （国際疾病分類第10版）コード、病

名管理番号、病名変換用コード）、手術情報（K コード、入院・外来別）、手術時間、麻酔

時間、手術日、術者情報（日整会会員情報と連結）、看護師数、技師数、治療成績（術後30 

日におけるアウトカム「改善・不変・悪化・術後30 日以内の再入院」） 

(3) データベースの2 階部分（関連学会主導の調査項目） 

I. 人工関節手術 

a) ハッシュ値②（患者の出身県、患者名＜読み＞の最初の一文字を加え作成する） 

b) 手術内容（THA：人工股関節置換術、TKA：人工膝関節置換術/UKA：人工膝関節単顆

置換術/PFA：膝蓋大腿関節置換術、解剖学的TSA：人工肩関節置換術/リバース型TSA：人

工肩関節置換術） 

c) 手術概要： 

1. 初回手術：手術側、既往手術、手術診断名 

2. 再手術：初回手術年月日、初回手術施設名、初回手術診断名、手術側、手術の理由、手 

術の内容、抜去したインプラント情報 

d) 手術手技：アプローチ、大転子、最小侵襲手技、ナビゲーション・システム、セメント、

セメント商品情報、抗生剤含有セメント、抗生剤情報、骨移植、生体活性材料の使用、生

体活性材料商品情報、補強部品、補強部品商品情報 

e) 使用したコンポーネント(股臼側、インサート、大腿骨側、骨頭、スクリュー、その他) 

II. 関節鏡視下手術 

a) 手術のプロファイル：術中のトラブル 

b) 部位/手術内容：手術部位(膝関節、肘関節、肩関節、手関節、足関節、その他の部位) 

1. 膝関節：実施した鏡視下手術（半月板切除術/縫合術、前十字靱帯再建術、後十字靱帯 

再建術、ACL：前十字靭帯,PCL：後十字靭帯 以外の靱帯手術、複合靱帯再建術/修復術、

軟骨修復術、滑膜切除術・デブリドマン：創傷切除） 

2. 肩関節：実施した鏡視下手術（腱板修復術、バンカート修復術、その他の関節唇手術、 

HAGL/関節包修復術、観血的関節授動術、デブリドマン、肩峰形成術、再鏡視） 
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3. 足関節：実施した鏡視下手術（足関節前方インピンジメント症候群に対する鏡視下手 

術、足関節後方インピンジメント症候群に対する鏡視下手術、骨軟骨損傷に対する鏡 

視下手術または検査、鏡視下関節固定術、新鮮または陳旧性靱帯損傷に対する鏡視下 

手術または検査） 

4. 股関節：実施した鏡視下手術（股関節インピンジメント、股関節唇処置、臼蓋緑領域の 

MAHORN 分類、大腿骨頭靱帯、遊離体、臼蓋形成不全の処置） 

c) 灌流液：使用した灌流液、灌流液の使用量、灌流方法 

d) 術中・術後合併症：手術器具の破損、手術での合併組織損傷、術後合併症 

 

カルテより上記の情報を取得して、公益社団法人 日本整形外科学会のインターネット上

のレジストリシステムへの症例登録を行い、日本整形外科学会において詳しい解析を行う

予定です。 

研究の実施に伴って提供された情報はデータセンター（日本整形外科学会）が必要かつ

適切な管理・監督下に置かれます。漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のため、

日本整形外科学会はリーズンホワイ株式会社（9参照）に本登録システムの管理を委託して

います。リーズンホワイ株式会社は情報セキュリティの資格として ISO27017及び ISO27018

を取得しています。サーバは AWS クラウドサービスを使用しており、部外者の入手等が出

来ないように強固なセキュリティがかけられ、番地なども公開されていません。なお、リ

ーズンホワイ株式会社による委託業務については、日本整形外科学会がアドバイザリー契

約を結ぶ株式会社日立製作所情報システム営業部の意見を聞き、日本整形外科学会が監督

します。登録されたデータはデータセンター（日本整形外科学会）の責任下に AWS クラウ

ドサービスを使用したサーバで保存します。保存期間は本研究終了（あるいは中止）後５

年間とします。データ登録機関では研究対象者 ID①と ID②の対応表を保存する。保存期間

は本研究終了（あるいは中止）後５年間とします。登録されたデータはデータセンター（日

本整形外科学会）の責任下に、保存期間終了後 AWS クラウドサービスを使用したサーバか

らのデータ消去で行います。 

 

他機関への情報の登録を希望されない場合は、登録を停止いたしますので、ご連絡くだ

さい。 

 

共同研究機関の研究対象者の情報についても、インターネット上のレジストリシステム

で収集し、日本整形外科学会において詳しい解析を行う予定です。 

 

 

５．個人情報の取扱いについて  

研究対象者のカルテの情報をこの研究に使用する際には、研究対象者のお名前の代わり

に研究用の番号を付けて取り扱います。研究対象者と研究用の番号を結びつける対応表の

ファイルにはパスワードを設定し、九州大学大学院医学研究院整形外科学分野内のインタ
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ーネットに接続できないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、

同分野の職員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。 

また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、

研究対象者が特定できる情報を使用することはありません。 

この研究によって取得した情報は、九州大学大学院医学研究院整形外科学分野・教授・

中島 康晴の責任の下、厳重な管理を行います。 

ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希望され

る方は、ご連絡ください。 

 

研究対象者のカルテの情報を公益社団法人 日本整形外科学会（日整会）のインターネ

ット上のレジストリシステムへの症例登録を行う際には、九州大学にて上記の処理をした

後に行いますので、研究対象者を特定できる情報が外部に送られることはありません。 

 

 

６．試料や情報の保管等について 

この研究において得られた研究対象者のカルテの情報等は原則としてこの研究のために

使用し、研究終了後は、九州大学大学院医学研究院整形外科学分野において同分野教授・

中島 康晴の責任の下、１０年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。 

また、この研究で得られたあなたの情報は、将来計画・実施される別の医学研究にとっ

ても大変貴重なものとなる可能性があります。そこで、前述の期間を超えて保管し、将来

新たに計画・実施される医学研究にも使用させていただきたいと考えています。その研究

を行う場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、承認された後に

行います。 

 

 

７．利益相反について  

本研究は利益相反状態にはありません。 

九州大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進していま

す。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれること

もあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、

国や大学も健全な産学連携を推奨しています。 

 一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反（利益

相反）しているのではないかという疑問が生じる事があります。そのような問題に対して

九州大学では「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医系地区部局における臨床研

究に係る利益相反マネジメント要項」を定めています。本研究はこれらの要項に基づいて

実施されます。 

利益相反についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の窓口へお問い合わせくだ

さい。 
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利益相反マネジメント委員会 

（窓口：九州大学 ARO 次世代医療センター 電話：０９２－６４２－５０８２） 

 

 

８．研究に関する情報や個人情報の開示について 

この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支

障がない範囲で、この研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことが

できます。資料の閲覧を希望される方は、ご連絡ください。 

また、ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希

望される方は、ご連絡ください。 

 

 

９．研究の実施体制について  

この研究は以下の体制で実施します。 

 

研究実施場所

（分野名等） 

九州大学大学院医学研究院整形外科学分野 

九州大学病院整形外科 

研究責任者 九州大学大学院医学研究院整形外科学分野 教授 中島 康晴 

研究分担者 九州大学大学院医学研究院整形外科学分野 准教授 松本 嘉寛 

九州大学大学病院リハビリテーション科 准教授 川口 謙一 

九州大学人工関節生体材料学講座 准教授 本村 悟朗 

九州大学病院形成外科 助教 花田 麻須大 

九州大学生体防御医学研究所 個体機能制御学部門 病態生理学分野 

教授 岡田 誠司 

九州大学病院整形外科 講師（医学部） 濵井 敏 

九州大学病院整形外科 講師（医学部） 遠藤 誠 

九州大学病院整形外科 助教 池村 聡 

九州大学病院整形外科 助教 赤崎 幸穂 

九州大学病院整形外科 助教 藤井 政徳 

九州大学病院整形外科 助教 松下 昌史 

九州大学大学病院リハビリテーション科 助教 竹内 直英 

九州大学大学院医学研究院整形外科学分野 助教 薛 宇孝 

九州大学病院整形外科 助教 幸 博和 

九州大学病院整形外科 助教 藤原 稔史 

九州大学病院整形外科 助教 津嶋 秀俊 

九州大学病院整形外科 助教 川原 慎也 

九州大学病院整形外科 助教 山口 亮介 

九州大学病院救命救急センター 助教 籾井 健太 
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九州大学病院整形外科 助教 小薗 直哉 

 

九州大学病院別府病院 准教授 播广谷勝三 

九州大学病院別府病院 助教 飯田圭一郎 

九州大学病院別府病院・助教・熊丸浩仁 

九州大学病院別府病院 助教 齋藤武恭 

 

九州大学の役

割 

□九州大学が主 

☑他の研究機関等が主 

研究統括責任者（学外）の所属・職名・氏名： 

公益社団法人 日本整形外科学会（日整会）・整形外科症例レジスト

リー委員会担当理事・種市 洋 

 

●九州大学の役割： 

□総括 □試料の収集 ☑情報の収集 □解析 

□その他（内容：         ） 

共同研究施設 

及び 

試料・情報の 

提供のみ行う 

施設等 

施設名 ／ 研究責任者の職名・氏名 役割 

公益社団法人 日本整形外科学会（日整会）・整形

外科症例レジストリー委員会担当理事・種市 洋 

 

運動器疾患に対して日本整形外科学会員が所属す

る全国の施設（4924 施設） 

解析 

情報の収集 

 

情報の提供 

 

業務委託先 企業名等：リーズンホワイ株式会社 

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5 丁目 11-1 オランダヒルズ

森タワー RoP 1201 

 

 

１０．相談窓口について 

この研究に関してご質問や相談等ある場合は、事務局までご連絡ください。 

 

事務局 

（相談窓口） 

担当者：九州大学病院整形外科 講師（医学部）濵井 敏 

連絡先：〔TEL〕092-642-5488 

    〔FAX〕092-642-5507 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hamachan@ortho.med.kyushu-u.ac.jp 

 

 


