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大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するステントグラフト留置

後血栓性閉塞に対する治療法に関する多施設・後向き研究 

Clinical outcome after various treatments for thrombosis of Viabahn stentgraft in 

femoropopliteal arterial lesions (CUCUMBER registry)-Retrospective multicenter 

registry- 
 

この研究は、通常の診療で得られた記録を使って行われます。このような研究は、国が定めた指針に

基づき、対象となる患者さまのお一人ずつから直接同意を得るかわりに、研究の目的を含む研究の実

施についての情報を公開することが必要とされています。研究結果は学会等で発表されることがあり

ますが、その際も個人を特定する情報は公表しません。 

 

１．研究の対象 

大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症に対して、2017年 11月～2019 年末までに

VIABAHNステントグラフト（カバードステント） が留置され、血栓閉塞した患者さま 

 

２．研究目的・方法 

血栓閉塞後の臨床経過と、その原因をすでに得られている診療録の情報から調べることが目的です。

研究期間は 2020年 12月までです。 

 

３．情報の利用拒否 

情報が当該研究に用いられることについて、患者さまもしくは患者さまのご家族等で患者さまの意思

及び利益を代弁できる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、「７．お

問い合わせ先」までお申出ください。その場合でも患者さまに不利益が生じることはありません。 

 

４．研究に用いる情報の種類 

性別、年齢、病歴、治療歴、重症度、血液検査結果、画像検査結果 など 

 

５．外部への情報の提供 

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、当センターの個人情報管理者が保管・管理します。 

 

６．研究組織 

主任研究者 

市橋 成夫 奈良県立医科大学放射線・核医学科 

 

共同研究者、研究機関 （予定） 

相原英明 筑波メディカルセンター 循環器内科 

荒木 浩 うわまち病院 循環器内科 

安斎 均 太田記念病院 循環器内科 

飯田 修 関西労災病院 循環器内科 

猪狩公宏 東京医科歯科大学 血管外科   

市橋成夫 奈良県立医科大学 放射線・核医学科  
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岩田 曜 船橋医療センター 循環器内科 

内山英俊 土浦協同病院 血管外科 

宇都宮誠 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 

梅本朋幸 東京医科歯科大学病院 循環器内科 

遠藤雅之 鳥取大学 放射線科   

緒方健二 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 

尾崎 大 順天堂浦安病院 循環器内科 

尾崎俊介 板橋中央総合病院 循環器内科 

加藤 拓 洛和会音羽病院 循環器内科   

加畑 充 荻窪病院 循環器内科 

川崎大三 森之宮病院 循環器内科 

木戸岳彦 昭和大学横浜市北部病院  

小出正洋  第二岡本病院 循環器内科 

上月 周 済生会中津病院 循環器内科 

児玉隆秀 虎の門病院 循環器内科 

小林 平 JA 広島総合病院 心臓血管外科  

篠崎法彦 東海大学病院 循環器内科 

重城健太郎 東京女子医科大学東医療センター  

習田 龍 大阪労災病院 循環器内科 

新垣正美 市立函館病院 心臓血管外科  

新谷嘉章 上尾中央総合 循環器内科 

末松延裕 福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 

鈴木健之  東京都済生会中央病院 循環器内科 

墨  誠 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科 

関 秀一 近森病院 循環器内科 

全  完 京都府立医科大学 循環器内科  

寒川悦次 大阪市立大学 放射線科 

曽我義光 小倉記念病院 循環器内科 

高橋保裕 同愛記念病院 循環器内科 

滝村秀幸 総合東京病院 循環器内科 

田崎淳一 京都大学 循環器内科 

玉井宏明 春日井市民病院 血管外科  

辻田裕昭 昭和大学病院 循環器内科 

椿本惠則 京都第二赤十字病院 循環器内科  

土井尻達樹 大和成和病院 循環器内科 

登坂 淳 タウン訪問診療所  

飛田一樹 湘南鎌倉総合病院 循環器内科 

戸谷直樹  東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科  

中尾 優 東京女子医科大学 循環器内科 
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仲間達也 東京ベイ浦安市川医療センター 循環器内科 

中村浩彰 加古川中央市民病院 循環器内科 

三浦 崇 信州大学医学部 循環器内科学 

服部 努  相模原協同病院 心臓血管外科  

早川直樹 国保旭中央病院 循環器内科 

坂野比呂志 名古屋大学 血管外科   

東浦 渉 沖縄中部病院 放射線科  

東谷迪昭 東京医科大学茨城医療センター 循環器内科 

樋上裕起 大津赤十字病院 循環器内科 

菱刈景一 横須賀共済病院 循環器内科 

平野敬典 済生会横浜市東部病院 循環器内科   

藤原昌彦  岸和田徳洲会病院 循環器内科 

古山 正 九州大学 第二外科  

朴澤耕治 新東京病院 循環器内科 

星本剛一 横浜総合病院 循環器内科 

堀江和紀 仙台厚生病院 循環器内科 

前田剛志 東京慈恵会医科大学 血管外科  

松井朗裕 春日部中央総合病院 循環器内科 

松野俊介 心臓血管研究所付属病院 循環器内科 

松原健太郎 慶應義塾大学外科 

宮崎亮一 武蔵野赤十字病院 循環器内科 

村田直隆 東京医科大学病院 循環器内科 

矢野英人 行徳総合病院 循環器内科 

山内靖隆 総合高津中央病院 循環器内科 

山口雅人 神戸大学 放射線診断・I V R 科   

山岡輝年 松山赤十字病院 心臓血管外科  

 

７．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以下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。 

 

  当院研究責任者、照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

  飛田 一樹 循環器内科・医長 

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院  

〒247-8533神奈川県鎌倉市岡本 1370-1  TEL：0467-46-1717（病院代表） 

 

研究代表者： 

市橋 成夫 奈良県立医科大学 放射線・核医学科 
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