
 

様式第 6 号（第 10 条関連） 

大和高田市立病院を受診された患者さまへ 
 

当院では下記の臨床研究を実施しております。 

本研究の対象者に該当する可能性のある方で診療情報等を研究目的に利用または提供されることを

希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。 

研究課題名 
（研究番号） 

収縮性の保たれている⼼不全の全国登録事業（PARACLETE 研究） 

Registry of contemporary medical management of chronic heart failure 

with non-reduced ejection fraction in Japan（研究番号（R4-31）） 

当院の研究責任者 
（所属） 

中野 知哉（循環器内科） 

他の研究機関および 

各施設の研究責任者 

飯田市立病院  循環器内科 山本 一也 

一宮西病院  循環器内科 旦 一宏 

かわぐち心臓呼吸器病院  循環器内科 佐藤 直樹 

川崎医科大学総合医療センター  総合内科学３ 大澤 和宏 

川崎医科大学附属病院  循環器内科学 上村 史朗 

北アルプス医療センターあづみ病院 循環器内科 富田 威 

岐阜大学医学部附属病院  循環器内科 大倉 宏之 

熊本大学大学院生命科学研究部  循環器内科学 辻田 賢一 

済生会吹田病院  循環器内科 石神 賢一 

長野県厚生農業協同組合連合会  

佐久医療センター  
循環器内科 矢﨑 善一 

長野県厚生農業協同組合連合会  

佐久総合病院  
循環器内科 木村 光 

順天堂大学医学部附属順天堂医院  循環器内科 末永 祐哉 

順天堂大学医学部附属静岡病院  循環器内科 諏訪 哲 

公益社団法人地域医療振興協会  

市立奈良病院  
循環器内科 堀井 学 

信州大学医学部附属病院  循環器内科 桑原 宏一郎 

聖マリアンナ医科大学  循環器内科 明石 嘉浩 

名古屋記念病院  循環器内科 椎野 憲二 

名古屋市立大学大学院医学研究科  循環器内科学 瀬尾 由広 

奈良県西和医療センター  循環器内科 鈴木 恵 

奈良県総合医療センター  循環器内科 川田 啓之 

奈良県立医科大学附属病院  循環器内科 上田 友哉 

藤田医科大学  循環器内科 井澤 英夫 

三重大学医学部附属病院  循環器・腎臓内科 土肥 薫 

社会医療法人寿量会 熊本機能病院  循環器内科 原田 栄作 

旭ヶ丘ハート内科クリニック  循環器内科 杉江 正 

医療法人 新楓和会  

あさぶハート・内科クリニック  
循環器内科 福島 新 

医療法人あのつ あのつクリニック  内科 循環器内科 石須 良一 

医療法人社団 伊藤医院  内科 伊藤 健太 

井上クリニック  循環器内科 井上 毅 

医療法人 相志和診会岩間循環器内科 循環器内科 岩間 一 

医療法人医新会 内山クリニック  内科 内山 達司 

うらもとクリニック  内科・循環器内科 浦元 弘樹 

医療法人社団 慶津会  

江戸川ふれあいクリニック  
内科 高岡 利和 

榎本医院  循環器内科 中川 仁 

医療法人オリーブ 大川内科  循環器内科 大川 真理 

おおさか循環器内科生活習慣病クリ

ニック  
循環器内科・内科 大坂 勤 

大島医院  循環器内科 大島 一太 



 

大西内科ハートクリニック  内科 循環器内科 大西 勝也 

医療法人大庭医院  循環器内科 大庭 宗夫 

おけはざまクリニック  循環器内科 小川 貴史 

医療法人社団 静岡循環器クリニック 

おもて循環器科  
循環器科 木村 雅彦 

医療法人ミナテラス かすがいクリニ

ック  
循環器内科 肥後 友彰 

医療法人社団 勝谷医院 内科 勝谷 友宏 

勝山内科医院 内科 勝山 慶之 

医療法人社団カネコクリニック 内科・循環器内科 金子 堯一 

かんのリズムハートクリニック 内科、循環器科 菅野 裕幸 

医療法人 きぬがわ内科循環器内科  内科・循環器内科 衣川 徹 

木原循環器科内科医院  循環器科 内科 木原 一 

医療法人 桐山医院  内科 桐山 邦徳 

医療法人社団光史会  

銀座泰江内科クリニック  
内科 泰江 慎太郎 

双泉会クリニックえどがわ  内科（訪問診療） 瀬底 正吾 

双泉会クリニックかわごえ  内科 羽毛田 公 

クリニック神宮前  内科 高見 武志 

一般社団法人 国分寺ホームクリニッ

ク  
内科 久保田 尚志 

医療法人 坂口クリニック  循環器内科 坂口 泰弘 

ささきクリニック  内科・循環器内科・ リ

ハビリテーション科 
佐々木 弥寿延 

しながわ内科・循環器クリニック  内科 品川 弥人 

医療法人社団よつ葉会  

しみず内科循環器クリニック  
循環器科 清水 寛 

酢谷内科  内科 酢谷 俊夫 

せお内科クリニック  内科 瀬尾 俊彦 

双泉会クリニックすみだ  内科 宮田 彰 

医療法人医染会そめかわクリニック 内科 染川 智 

医療法人社団竹内内科  内科・循環器科 竹内 素志 

医療法人竹谷クリニック  内科 竹谷 哲 

医療法人いまむら たちばなベイクリ

ニック  
循環器内科 南 一敏 

たではらクリニック  循環器内科 蓼原 太 

田中内科循環器内科クリニック  循環器内科 田中 健二郎 

植山医院  内科、循環器内科 植山 正邦 

医療法人社団 知正会  

東京センタークリニック  
内科 長嶋 浩貴 

土橋内科医院  内科・循環器科 小田倉 弘典 

外山内科循環器内科クリニック  循環器内科 外山 卓二 

医療法人 中井医院  内科・循環器内科 中井 章至 

医療法人中嶋内科  循環器内科 中嶋 寛 

医療法人 正恵会 中山内科・循環器内

科クリニック  
循環器内科 中山 雅文 

一路会 錦織病院  循環器内科 矢野 裕己 

のぞみハートクリニック  内科・循環器内科 弓野 大 

ハートクリニック神田  循環器内科、内科 神田 裕文 

医療法人社団 はせ川内科循環器科医

院 
循環器内科 長谷川 浩一 

はやし内科クリニック  内科・循環器内科 林 孝浩 

医療法人社団 L 原田医院  内科・循環器内科・ 

内分泌代謝内科 
原田 昌樹 

医療法人 久和会 東大友内科  循環器内科 石川 真 

平光ハートクリニック  内科 平光 伸也 



 

宝田内科クリニック  内科循環器内科 寳田 茂 

松井医院  循環器科 松井 英夫 

医療法人清和会松尾医院  内科 松尾 信郎 

山根クリニック  循環器内科 山根 光量 

山本医院  内科 山本 忠彦 

ゆみのハートクリニック  循環器内科 弓野 大 

ゆみのハートクリニック渋谷  内科・循環器内科 弓野 大 

ゆみのハートクリニック三鷹  内科・循環器内科 弓野 大 

横山内科循環器科医院  循環器内科 横山 広行 

四日市内科ハートクリニック  循環器内科 三原 裕嗣 

わかばハートクリニック  循環器内科 弓野 大 

はなまるクリニック  循環器内科 山本英世 

釧路三慈会病院  循環器内科 尾畑 嘉一 

みやびハート＆ケアクリニック  循環器内科 渡邉 雅貴 
 

本研究の目的 

全国約 90 の医療機関から安定した、あるいは早期の収縮性の保たれた心不全

患者さんを対象に、循環器を専門に診療している医師が、これらの症例にどの

ような治療を行っているか、またその判断が何であるかを調べ、患者さまの経

過を 2 年間フォローさせていていただくことが目的です。 

調査データ 

該当期間 

登録期間は実施許可日から 2024 年 6 月までとし、実施許可日から 2026 年 6

月までの情報を調査対象とします。 

研究の方法 
（使用する試料等） 

●対象となる患者さま 

上記登録期間内に、収縮性の保たれた安定した心不全で通院中の患者さま、

あるいは血液検査や心臓超音波検査の結果により新たに収縮性の保たれた

心不全と診断された方。 

●利用する情報 

１）電子カルテに記載のある診療記録（年齢、性別、身体所見や理学所見、

⽣活習慣病関連の病気の有無、現在⼼不全治療のために使⽤中のお薬

情報）、自覚症状アンケート、検査データ（血液検査、尿検査や心臓超音

波検査）を利用します。 

２）日常診療で採血を行った残余血液を提供します。 

試料/情報の 

他の研究機関への提供 

および提供方法 

１）登録票は研究責任医師等が記載し、登録センターである奈良県立医科大学

に送付します。 

２）調査票は電子的症例報告書に電子データとして入力し、業務委託先のデー

タセンターに保管します。 

３）研究費で測定する検体は、当院が契約する検査会社に検体を提出し測定し

ます。その検体の残余血液検体は検査会社より奈良県立医科大学循環器内科に

送付します。 

個人情報の取り扱い 

カルテ IDや氏名などの個人情報を研究用 ID に置きかえて使用するため、個

人情報が外部へ漏れることはありません。カルテ ID と研究用 ID の対応表は

厳重に研究責任者において管理されます。研究の成果は学会や学術誌などで公

表されますが、この場合も個人が特定される情報が公開されることはありませ

ん。 

本研究の資金源 

（利益相反） 

本研究は製薬企業のノバルティスファーマ株式会社の資金提供を受けて実施

されますが、ノバルティスファーマ株式会社は本研究の遂行には一切関与しま

せん。また、研究資金については奈良県立医科大学利益相反審査委員会の審査

を受け適切に管理されており、研究者は個人的な利益等のためにその専門的な

判断を曲げるようなことは一切ありません。 

お問い合わせ先 
電話： 0745-53-2901 

担当者： 中野知哉 

備考 
 

 

 


