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研究 非淡明型腎細胞癌における予後因子に関する臨床病理学的検討の実施について 

 

1．本研究の目的および方法 

本研究では、発生頻度が稀な非淡明型腎細胞癌、特に嫌色素性腎細胞癌の病理組織形態と染色体

異常の違いに着目し、染色体異常を反映する形態学的因子と免疫染色マーカーを探索することにより、

嫌色素性腎細胞癌の予後を推定可能な新規組織亜型分類の提案と、他組織型との鑑別に有用な新

規病理診断手法の開発を目指します。診断精度向上により腎癌の発症や進行のメカニズムの解明、発

症予防、また新たな治療法の開発に貢献することを目的とします。 

2001年１月～2019年12月に本院で腎腫瘍摘出術を受けられた方が研究対象者となります。研究の方

法は、病理診断に使用したホルマリン固定パラフィン包埋組織を用いて、vimentinやCK7などの免疫染

色を実施し、組織型の分類を行います。染色体転座の検出が確定診断に必要な場合はFISH法や

RT-PCR法およびサンガー法によるダイレクトシークエンスや次世代シーケンサー解析を行います。 

研究全体の期間は、倫理審査承認日～2023年12月31日までで、予定症例数は100例です。本研究は、

徳島大学病院の医学系研究倫理審査委員会の承認を得て実施しています。 

 

2．研究に用いる試料・情報の種類および保管方法について 

試料：病理診断に用いられたホルマリン固定パラフィン包埋組織 等 

情報：年齢、性別、腫瘍径、TNM病期分類、観察期間、当該腫瘍による死亡の有無 等 

研究に必要のない患者氏名、患者ID、生年月日の抽出は行いません。病理検体番号については、ブ

ロック選出以外の操作は病理検体番号の代わりに新たな症例番号を付加した識別番号を使用します。

情報は新たな識別番号と対応表に基づいて匿名化された状態で管理され、徳島大学の記録保管責任

者は疾患病理学分野常山幸一教授とします。情報は個人認証（職員カードおよびパスワード）を要す

る病院システム内に保管され、対応表はパスワードロックされた電子媒体として、分子病理学教室の施

錠可能な収納庫に保管されます。 

保存期間：情報（文書、数値データ、画像などの情報）は原則として当該論文等の発表後10年間、試

料（実験試料、標本）は原則として当該論文等の発表後5年間保管します。 

 

3．本院以外の研究機関への試料・情報の提供 

試料はパラフィン包埋組織より作製した未染標本（ガラススライド標本）、情報はパスワード

ロックされた電子媒体の状態で、新潟大学医学部病理組織標本センターに郵送にて提供されま

す。いずれも本学で匿名化して提供されます。 

 

4．研究組織 

【研究機関】 

新潟大学医学部 

【研究代表者】 

新潟大学医学部病理組織標本センター  助教 大橋 瑠子 

【本院の研究責任者】 

２００１年１月以降～２０１９年１２月に本院の泌尿器科で、非淡明型腎細胞癌で腎

腫瘍摘出術を受けた方へ 
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徳島大学大学院医歯薬学研究部 分子病理学分野 准教授 尾矢 剛志 

【参加施設の研究責任者】 

所属 新潟大学医学部臨床病理学 職名 教授 氏名 味岡 洋一   

所属 新潟大学医歯学総合病院病理部 職名 准教授 氏名 梅津 哉   

所属 新潟市民病院病理診断科  職名 病理診断科部長 氏名 橋立 英樹   

所属 新潟県立がんセンター新潟病院病理診断科  職名 病理部長 氏名 川崎 隆   

所属 立川綜合病院病理科  職名 病理科長 氏名 小林 寛   

所属 チューリッヒ大学病院 Institute of Pathology and Molecular Pathology  職名 教授 氏名 

Holger Moch   

所属 聖隷浜松病院病理診断科  職名 病理診断科部長 氏名 大月 寛郎   

所属 岐阜大学医学部附属病院病理診断科  職名 臨床教授・病理診断科長 氏名 宮崎 龍彦   

所属 高知赤十字病院病理診断科部  職名 病理診断科部長 氏名 賴田 顕辞   

所属 長崎大学大学院医歯学総合研究科生命医科学講座病理診断学  職名 准教授 氏名 古里 

文吾   

所属 愛知医科大学病院病理診断科  職名 教授 氏名 都築 豊徳   

所属 関西医科大学附属病院病理診断科  職名 講師 氏名 大江 知里   

所属 旭川医科大学病院病理部  職名 教授 氏名 谷野 美智枝   

所属 東京女子医科大学病院病理診断科  職名 教授 氏名 長嶋 洋治   

所属 岩手医科大学医学部病理診断学講座  職名 教授 菅井 有   

所属 東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野  職名 准教授 藤島 史喜   

所属 長岡赤十字病院病理診断部  職名 部長 薄田 浩幸   

所属 弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座 職名 教授 氏名 鬼島 宏  

所属 山形大学医学部病理診断学講座  職名 助教 氏名 樺澤 崇允   

所属 秋田大学医学部附属病院病理部 職名 病院教授・病理部長 氏名 南條 博  

所属 福島県立医科大学医学部病理病態診断学講座 職名 教授 氏名 橋本 優子   

所属 JA 三重厚生連鈴鹿中央総合病院病理診断科 職名 病理診断科部長 氏名 馬場 洋一郎   

所属 和歌山県立医科大学人体病理学講座 職名 講師 氏名 小島 史好   

所属 Verona 大学病院 Department of Diagnostic and Public Health・Pederzoli 病院 Department of 

Pathology（兼任） 職名 准教授 氏名 Guido Martignoni 

所属 University Hospital Erlangen, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Institute of 

Pathology 職名 教授 氏名 Arndt Hartmann 

所属 ミュンヘン工科大学 Institute of Pathology 職名 教授 氏名 Wilko Weichert 

所属 静岡県立総合病院病理診断科 職名 病理診断科長 氏名 鈴木 誠   

所属 徳島大学大学院医歯薬学研究部分子病理学分野 職名 准教授 氏名 尾矢 剛志  

所属 新潟県立中央病院病理診断科 職名 部長 氏名 酒井 剛 

所属 新潟県立新発田病院病理診断科 職名 常勤的臨時医師 氏名 若木 邦彦 

所属 新潟県立新発田病院病理診断科 職名 常勤的臨時医師 氏名 本間 慶一 

所属 浜松医療センター病理診断科 職名 科部長 氏名 森 弘樹 

所属 神奈川県立がんセンター臨床研究所 職名 所長 氏名 宮城 洋平 

所属 神戸協同病院病理診断科 職名 医員 氏名 黒田 直人 

所属 獨協医科大学医学部病理診断学 職名 教授 氏名 石田 和之 

所属 新潟大学医学部泌尿器科学 職名 教授 氏名 冨田 善彦 

所属 新潟大学医学部泌尿器科学 職名 助教 氏名 田崎 正行 

所属 新潟大学医学部放射線医学 職名 教授 氏名 石川 浩志 
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所属 新潟大学医学部放射線医学 職名 講師 氏名 山崎 元彦 

 

5．研究結果の公表について 

本研究の結果は学会や雑誌等で公表することがありますが、公表に関しては特定の研究対象者を識

別できないように措置を行った上で取り扱います。 

 

6．研究資金および利益相反管理について 

本研究は、新潟大学医学部臨床病理学分野における病理診断による受託研究費および科学研究費

基盤研究 (C) を使用して実施します。この研究は外部の企業等からの資金の提供は受けておらず、

研究者が企業等から独立して計画して実施しているものです。したがって、研究結果および解析等に

影響を及ぼすことは無く、患者さんの不利益につながることはありません。本研究の利害関係について

は、徳島大学大学院医歯薬学研究部の臨床研究利益相反審査委員会の審査を受け、承認を得てい

ます。 

 

7．本研究への参加を拒否する場合  

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。 

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。 

 

 

8．研究責任者および連絡（問合せ）先 

【研究責任者】  

徳島大学大学院医歯薬学研究部 分子病理学分野 准教授 尾矢 剛志 

 

【連絡先】 

徳島大学大学院医歯薬学研究部 

分子病理学分野・准教授・尾矢 剛志 

住所 〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町 3-18-15 

電話番号 088-633-7064 

 

【研究代表者】 

新潟大学医学部病理組織標本センター 大橋 瑠子 

 

 

本研究への参加に同意しない場合は、連絡先までご連絡下さい。 


