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登録事業のご案内 

 

本登録事業は日本がん・生殖医療学会登録委員会で審議された後、臨床研究として

近畿大学医学部倫理審査委員会で承認を受けた上で実施されるものです。  

 

研究課題名：「思春期・若年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医療登録システ

ムによる治療成績解析」  

 

研究期間：倫理委員会承認後～2026 年 3 月 31 日 

 

対象と目的：特定非営利活動法人日本がん・生殖医療学会では、妊孕性温存カウンセ

リングや妊孕性温存治療を受けたがん患者さん等を対象として、データの収集を行う

登録事業を 2018 年 11 月から開始しました。これはわが国におけるがん・生殖医療

（妊孕性温存カウンセリングや妊孕性温存治療）提供体制の実態や治療成績（がんの

治療成績と子どもの有無や妊娠・出産経過など）を明らかにして、今後、妊孕性の問

題に直面するがん患者さん等のために有用な情報を作成することを目的としていま

す。  

 

登録項目： 

下記の項目について診療録から情報を取得します。 

 

患者基本情報（性別、生年月、妊娠回数、性交経験、パートナー有無） 

原疾患情報（治療施設情報、疾患名、妊孕性温存カウンセリング施設初診時のがん進行

度、診断日・治療開始日・初発 or 再発、既往治療と予定治療、予防治療の性腺毒性リ

スク、妊孕性に対するその他リスク） 

カウンセリング情報（施設名、カウンセリング外来初診日、妊孕性温存実施の有無） 

妊孕性温存実施情報（行おうとした妊孕性温存方法と実施日・成功 or 失敗、妊孕性温

存に伴う合併症） 

卵巣組織移植情報（実施施設名・実施日・凍結方法・移植目的、移植方法、移植部位、

卵巣組織移植に伴う合併症） 

妊娠情報（挙児手段、妊娠の転帰、出産児数、出産日、分娩様式、参加合併症の有無） 
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登録方法：各医療機関でまとめ、全国のデータを集計する日本がん・生殖医療登録シ

ステムにオンライン入力します。また、長期的な治療成績（がんの治療成績と子ども

の有無や妊娠・出産経過など）を調査するため、データは 1 年に 1 回、各医療機関で

まとめ直し、更新を行います。その際、個人を特定できる個人情報は、全て削除した

上でオンライン入力するシステムになっており、個人情報が外部の施設に同意なしに

持ち出されることはありません。登録された情報はセキュリティ体制が完備されたク

ラウドサーバで厳重に保管し、日本がん・生殖医療学会登録委員会事務局の関係者だ

けで登録情報の解析を行います。有用な解析結果を毎年公表し、がん患者さんや医療

機関が利用できるようにします。登録事業は担当医師の地道な努力と対象となる患者

さんのご協力があって成り立つものであり、今後のがん患者さん等のために多くの関

係者の協力が必要です。  

 

本登録事業は、登録の対象となる妊孕性温存カウンセリングや妊孕性温存治療を受

けたがん患者さん等に説明文書を用いて本登録事業について説明して同意を得た上で

登録を行うこととしています。未成年者の場合は、親権者またはその後見人と共に説

明を行い、本人の同意またはアセントが得られ、かつ親権者または後見人の同意が得

られた場合は登録を行うこととしています。しかし、すでに治療を受けた病院を受診

していない方や死亡された方については本登録事業の説明や同意をいただくことがで

きない場合も、上記の個人情報を削除する形でデータ登録をさせていただきますので

ご理解を賜りたいと存じます。  

研究協力は任意であり、情報の提供を拒否された場合にはデータの登録は行いませ

ん。また、本研究にご協力いただけなくてもその後の診療に影響が出ることはありま

せん。  

 

研究に関する相談と問い合わせ： 

妊孕性温存カウンセリングや妊孕性温存治療を受けた医療機関をすでに受診してい

ない方で、ご自身が本登録事業の対象になっているか確認したい場合は、妊孕性温存

カウンセリングや妊孕性温存治療を受けた医療機関に本研究に参加しているかお問い

合わせください。その医療機関が登録事業に参加していれば、研究担当者から本研究



作成日；2021 年 01 月 15 日 

の詳しい説明を受けることができます。登録事業への参加を拒否したい場合は妊孕性

温存カウンセリングや妊孕性温存治療を受けた医療機関にお申し出ください。  

上記登録事業にご理解いただき、ご協力いただけますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

 

研究に関する相談、問い合わせ先: 

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2  

電話:072-366-0221 FAX:072-368-3745  

近畿大学病院 産婦人科 研究責任者:松村 謙臣 

 

 

研究組織： 

〈研究代表施設・研究代表者〉 

埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 

髙井 泰 

 

〈研究参加施設〉 

1. 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 

2. 神谷レディースクリニック 

3. 札幌医科大学附属病院 

4. 弘前大学医学部附属病院 

5. 京野アートクリニック盛岡 

6. 東北大学病院 

7. 京野アートクリニック仙台 

8. 仙台 ART クリニック 

9. 秋田大学医学部附属病院 

10. ゆめクリニック 

11. いわき婦人科 

12. 筑波学園病院 

13. 筑波大学附属病院 

14. 三秀会中央クリニック 

15. 群馬大学医学部附属病院 

16. 高崎 ART クリニック 

17. 獨協医科大学 埼玉医療センター 

18. 埼玉医科大学総合医療センター 

19. 千葉大学医学部附属病院 

20. 順天堂大学浦安病院 

21. 亀田総合病院亀田クリニック 

22. 亀田 IVF クリニック幕張 
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23. 東京慈恵会医科大学 

24. 山王病院 

25. 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

26. 東京大学医学部附属病院 

27. 昭和大学病院 

28. 東邦大学医療センター大森病院 

29. 加藤レディスクリニック 

30. 京野アートクリニック高輪 

31. 京野アートクリニック品川 

32. 浅田レディースクリニック品川 

33. 聖マリアンナ医科大学病院 

34. 横浜市立大学付属市民総合医療センター 

35. 山梨大学医学部附属病院 

36. 篠ノ井総合病院 

37. 信州大学医学部附属病院 

38. 諏訪マタニティークリニック 

39. 聖隷浜松病院 

40. 俵 IVF クリニック 

41. アクトタワークリニック 

42. 新潟大学医歯学総合病院 

43. 福井大学医学部附属病院 

44. 岐阜大学医学部附属病院 

45. 名古屋第一赤十字病院 

46. 名古屋大学医学部附属病院 

47. トヨタ記念病院 

48. おち夢クリニック名古屋 

49. 浅田レディース勝川クリニック 

50. 浅田レディース名古屋駅前クリニック 

51. 三重大学病院 

52. 滋賀医科大学医学部附属病院 

53. 京都府立医科大学附属病院 

54. 京都大学医学部附属病院 

55. 足立病院 

56. 田村秀子婦人科医院 

57. 大阪大学医学部附属病院 

58. 大阪医科大学附属病院 

59. 関西医科大学附属病院 

60. 近畿大学病院 

61. 医療法人 定生会 谷口病院  

62. なかむらレディースクリニック 

63. IVF 大阪クリニック 

64. IVF なんばクリニック 

65. 府中のぞみクリニック 

66. HORAC グランフロント大阪クリニック 

67. 兵庫医科大学病院 

68. 英ウィメンズセントラルファティリティクリニック 
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69. うつのみやレディースクリニック 

70. ミオ・ファティリティ・クリニック 

71. 島根大学医学部附属病院 

72. 島根県立中央病院 

73. 岡山二人クリニック 

74. 県立広島病院  

75. 医療法人 絹谷産婦人科 

76. 広島 HART クリニック 

77. よしだレディースクリニック内科・小児科 

78. 山口県立総合医療センター 

79. 徳島大学病院 

80. 高松赤十字病院 

81. 矢野産婦人科 

82. 高知大学医学部附属病院 

83. レディスクリニックコスモス 

84. 九州大学病院 

85. 髙木病院 

86. IVF 詠田クリニック 

87. 福岡山王病院 

88. 谷口眼科婦人科 

89. 長崎大学病院 

90. ART 岡本ウーマンズクリニック 

91. 福田病院 

92. 大分大学医学部附属病院 

93. 竹内レディースクリニック 

94. 松田ウイメンズクリニック 

95. 琉球大学医学部附属病院 

96. 高橋ウイメンズクリニック 

97. 東京歯科大学市川総合病院 

98. 恵比寿つじクリニック 

99. 長野赤十字病院 

100. 名古屋市立大学病院 

101. 金沢大学附属病院 

102. うめだファティリティクリニック 

103. MR しょうクリニック（旧天神つじクリニック） 

104. 医療法人社団 徐クリニック 

105. 愛媛大学医学部附属病院 

106. 西村ウイメンズクリニック 

 

 

 


