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○はじめに 

 当施設では、最良の医療を提供するために、日々、新しい治療の開発に努め

ています。また、病気の発生状況に基づく最適な治療を提供することを目的と

して、患者さんやその家族における病気の発生状況を調査しています。このよ

うな調査を「疫学的研究」と言います。 

 これから説明いたします研究は、研究代表施設である京都大学大学院医学研

究科医学部の“医の倫理委員会”および参加施設である当施設の“研究倫理審

査委員会”で倫理的・科学的な妥当性について慎重に検討のうえ、承認されて

おり、京都大学医学部附属病院長の許可をえています。以下の説明をよくお読

みいただき、ご不明な点は説明者にご確認いただいた上で、内容を十分理解し、

納得された場合は、同意書にご署名をお願いいたします。 

 もちろん、あなたがこの調査に参加されるかどうかはまったくの自由です。

同意いただけないからといって、それを理由にあなたが不利益を被ることはあ

りません。 

1.この研究の背景と目的 

 膵臓に発生する膵腫瘍・膵がんは、内科的治療で完全に治すことは難しく、

外科的に腫瘍を完全に取り除くことのみが唯一完全に治る方法です。しかし医

学の進歩した今でも膵がんは切除後の再発率が高く、その原因は切除の時点で

予想以上に腫瘍が広がっていたり、すでに他の臓器に腫瘍が転移をしていたり

することが多いからだと考えられています。こうした病気は、早期の発見が何

にも勝る治療法です。この数十年、胃がんや大腸がんをはじめとする多くのが

んに対する外科的治療の成績が向上してきた理由には、外科的治療、内科的治

療（術後再発予防・再発後の治療）といった治療技術の進歩とともに、内視鏡、

ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＦＤＧ−ＰＥＴなどを用いた検査による早期発見が大き

な割合を占めています。したがって膵腫瘍・膵がんの克服にも、早期発見に役

立つ診断法や健診システムを確立させることが大きな課題となっています。ま

た、膵腫瘍・膵がんは発症のメカニズムもよくわかっていないことが多く、抗

がん剤などの治療法の選択肢もまだまだ限られているのが現状です。 

 欧米では各国に膵腫瘍や膵がんの患者さんおよびその家族の情報を調べる登

録制度があります。多くの場合、膵腫瘍・膵がんは親から遺伝するタイプでは

ありませんが、このような登録制度によって、まれに膵腫瘍・膵がんのリスク

が親から子に遺伝することもわかってきました。膵腫瘍・膵がんの発症リスク

が高い方がわかれば、その方々を重点的に検査することで膵腫瘍・膵がんの早

期発見が可能となったり、がん発症のメカニズムが明らかになるかもしれませ

ん。また、親から遺伝するタイプの膵がんには特殊な治療薬が有効である可能



 
 

性も示唆されており、将来実際の診療でつかわれる可能性もあります。欧米で

はすでに先に述べた登録制度を基盤とした個別の研究が盛んにおこなわれてお

り、実際に少しずつ診断、治療の両分野で研究成果が表れてきております。し

かし日本にはこのような登録制度がないため研究を開始する体制が整っておら

ず、欧米で報告された研究成果の多くが“日本人に関しては不明”であるのが

現状です。このようなデータは人種や地域によって大きく異なる可能性がある

ため、欧米人での研究報告をそのまま日本人にあてはめるのは適切ではありま

せん。そのため、このままでは膵腫瘍・膵がんの診断や治療が立ち遅れてしま

う可能性があり、日本独自の登録制度が必要と考え、日本膵臓学会は、2013

年 7 月に日本の膵腫瘍・膵がんの患者さんおよびその家族の情報を登録し調査

する登録制度の設立を決定しました。日本独自の登録制度がしっかりと運用さ

れればそれを基盤に日本人の膵腫瘍・膵がん患者さんの診断・治療技術の進歩

に向けた研究が加速することが期待されます。 

 この研究では膵腫瘍・膵がんの患者さんやそのご家族、膵腫瘍・膵がんのリ

スクが高いとされる遺伝性腫瘍家系あるいは遺伝性膵炎家系の方々を登録する

ことにより、膵腫瘍・膵がんを発症された方の実態調査や、生活習慣、家族の

情報などに応じた家族内の膵がん発症頻度を調べることを計画しています。患

者さん、家族、そして医療従事者がみんなで力を合わせて行う膵腫瘍・膵がん

診療の発展を目指した取り組み、とご理解ください。 

 

2.この研究の対象となる方、研究の方法、研究を行う期間、参加医療機関 

 

① この研究の対象となる方 

 この研究の対象者は、膵腫瘍・膵がんと関連のある疾患の患者さんと、その

ご家族です。具体的には、CT などの画像と病理診断（顕微鏡による細胞の診断）

で膵腫瘍・膵がんと確定診断された患者さん、または患者さんのご家族（第一

度近親者＝親子・兄弟姉妹、第二度近親者＝祖父母・孫・おじおば・甥姪、配

偶者）で、この登録制度への登録を希望する方を対象とします。 

但し、家族歴（膵腫瘍・膵がんの正確な診断や発症年齢等）について十分な

情報が得られない場合には、対象とならないことがありますので、ご了承くだ

さい。また、膵腫瘍・膵がんの発症リスクが高いとされる遺伝性腫瘍家系ある

いは遺伝性膵炎の方で、この登録制度への登録を希望する方も対象とします。 

 

 ② あなたにご協力いただきたいこと 

＜質問票への回答＞ 

この研究に同意いただけましたら、まず詳細質問票にご回答をお願い致しま

す。質問票の内容は、ご自身や膵腫瘍・膵がんの患者さんの病歴、喫煙/飲酒歴



 
 

等です。 

次に、家族情報質問票にご回答いただきます。家族情報質問票の内容は、あ

なたの血縁家族の喫煙歴や病歴等です。ご家族の中で、この様な研究に自分の

情報が使われることを好まない方がいらっしゃる場合は、その方の情報は記載

しないでください。また、すでにあなたのご家族でこの研究に参加されている

方がいらっしゃり、家族情報質問票にご回答いただいている場合は、記入する

必要はありません。 

詳細質問票と家族情報質問票の所要時間は 30-45 分位になります。 

 

＜診療情報の提供＞ 

膵腫瘍・膵がんを発症した方については、診断した病院に当方から問い合わ

せて診療情報を提供していただくことがあります。 

 

＜連絡担当者の選出＞ 

 ご家族の中にこの研究に参加されている方が複数いらっしゃる場合には、そ

の中から連絡担当者の方を 1 名、ないし 2 名、決めていただきます。 

 

＜連絡担当者の方にご協力いただきたいこと＞ 

この登録制度では、家系に膵腫瘍・膵がんやその他のがんを発症したか否か

を定期的に調査していくことが非常に重要です。そのため、登録後は年一回、

連絡担当者の方に問合せ用紙を送らせていただきます。問合せ内容は、ご家族

のがんの診断の有無などについてで、所要時間は 10 分位です。ご回答いただ

き、返送をお願い致します。 

ご家族の皆様にも、この研究の趣旨と参加する旨をお知らせいただき、不明

点などがあればいつでも下記 13 章に記載してある連絡先までお問い合わせく

ださい。 

 

＜「全国がん登録」などへの照会について＞ 

「全国がん登録」とは、がん対策の一層の充実をはかるために、がんの発症

を初めて診断した病院等が法律に基づいてその情報を厚生労働省が管理するデ

ータベースに登録するものです。2016 年 1 月より登録が開始されます。 

 この研究では年一回の定期調査を行いますが、いただいた情報の把握漏れを

防いだり、精度を高めるためにも、「全国がん登録」などへの照会を行いたい

と考えています。照会では、法律などで定められている正当な手続きのうえ、

がん登録や診療情報、必要に応じ住民票照会・その他の法令に基づいた行政情

報を利用することがあります。照会する時に、お名前（漢字・ふりがな）・性

別・生年月日・住所が必要ですので、併せてご記載をお願いします。 



 
 

 

＜ご家族への呼びかけ＞ 

この研究に参加していただけるご家族が多いほど、この研究の情報が有用か

つ正確になります。そのため可能な範囲で出来るだけ多くのご家族（膵腫瘍・

膵がんを発症した方から見た第一度近親者＝親子・兄弟姉妹、第二度近親者＝

祖父母・孫・おじおば・甥姪、配偶者）の方に、この研究への参加（研究への

同意と詳細質問票への回答）を呼び掛けていただけますよう、ご協力をお願い

します。 

 

 ③ 研究を行う期間 

 この研究を行う期間は、2014年4月より10年です。この間に年1回の定期

調査を実施致します。 

 

 ④ 参加医療機関 

 この研究は京都大学を代表施設として、この登録制度に参加する国内の他の

施設においても登録を行います。参加医療機関の詳しい情報はインターネット

上の公式ホームページ（http://jfpcr.com/shisetsu.html）をご参照ください。 

 

3. 謝礼について 

この研究の参加によってあなたに支払われる謝礼はありません。また、検査

や治療に関わる費用は研究に参加されなかった場合と同じです。 

 

4. この研究に参加する利益および不利益 

 この研究は、膵腫瘍・膵がんの患者および家族の情報を解析することで、将

来の診療に貢献できることを目的としています。この結果が診断・治療に今す

ぐ役立つというわけではなく、また個別に解析結果をお伝えすることはありま

せん。この研究にご参加いただいても直接には利益および不利益は生じません

が、広く社会に貢献することになります。 

この研究に登録された家族の連絡担当者の方には年１回ニュースレターをお

送りいたします。ニュースレターではこの研究の進捗状況や、国内外の膵がん

診療におけるトピックなどをお届けする予定です。また、背景で述べたように、

欧米ではこのような登録制度を土台に膵がんの診断、治療の進歩を目指した研

究が盛んにおこなわれております。国内でこの登録制度を土台にさらなる研究

が計画される場合なども、ニュースレターで情報をお伝えできる可能性があり

ます。 

 

 

http://jfpcr.com/shisetsu.html


 
 

 

5. 個人情報の保護と遵守すべき倫理指針について 

 あなたの個人情報を守ることには十分な注意を払います。 

 「研究の方法」に記載の質問票や定期的な調査の情報は、日本膵臓学会が管

理するデータベースに入力しますが、その際には、カルテ番号とは異なる研究

用 ID を用いて個人識別情報（名前や生年月日、住所などあなたを特定できる情

報）から切り離して運用します。このカルテ番号とは異なる研究用 ID で管理さ

れた情報についても、膵臓学会でこの登録制度に特化した形で管理しますので、

この研究の関係者しか参照することはできません。当院内では研究用 ID とカル

テ番号の対応票（連結表）を作成し、情報を管理いたします。この連結表は厳

重に保管して、院外には持ち出しません。また、ご登録いただいた内容やご家

族の情報について、登録者ご本人の許可なく研究者から勝手にお伝えすること

はありません。この研究では各参加施設において内部監査が行われる可能性が

あます。それは研究が適切で安全に行われ、研究に参加している患者さんの人

権が守られているかを確かめる調査です。当施設の職員以外やこの研究の研究

者ではない当施設の職員が、カルテやその他の診療記録、個人情報などを直接

拝見することがあります。これらの調査や判定に関わる者には守秘義務が課せ

られております。 

 解析の結果は学会、学術誌で公表されることもありますが、個人が特定でき

る形で発表されることはありません。本研究について論文等で発表してから、

当該データは少なくとも１０年保管いたします。 

 この研究に関する情報（結果、計画や関連情報も含む）は、家族性膵癌登録

制度公式ホームページ[http://jfpcr.com]に公開しています。 

 この研究に関連する資料の入手や閲覧が必要な場合には、日本膵臓学会家族

性膵癌レジストリ委員会事務局（〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町

54 京都大学医学部付属病院肝胆膵・移植外科内、電話075-751-3736）ま

でご連絡ください。研究自体に支障のない範囲で情報を提供いたします。 

 この研究は“人を対象とする医学系研究に関する倫理指針” （文部科学省・

厚生労働省、平成26年12月22日告示）に則って施行します。 

 

6. この研究への参加ととりやめについて 

この研究への参加は自由で、参加しなくても不利益を受けることはありません。

また、この研究への参加を同意した後でも、いつでもとりやめることが可能で

す。この研究への参加を取りやめたくなった場合は、登録施設の担当者までお

知らせいただき、「同意撤回通知書」をご提出ください。それ以降の定期的な

調査を中止いたします。また、取りやめられる前にいただいた情報を取り消し

たい場合も、登録施設までご連絡ください。あなたについてそれまでにご記入



 
 

いただいた質問票を破棄し、当院が管理するデータベース（連結表）からあな

たの情報を全て削除します。ただし膵臓学会が管理するデータベースにすでに

登録された情報（個人識別情報から切り離されたもの）は削除不可能な場合が

ありますのでご了承ください。 

 

  



 
 

7. 費用について 

この研究は、委任経理金（京都大学大学院医学研究科）、国立研究開発法人 国

立がん研究センター研究開発費 25-A-1「希少がんの発生に関与する遺伝要因

の解明のための多施設共同研究体制の構築と関与遺伝子の探索（主任研究者：

吉田輝彦）」、文部科学省 次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム「本邦に

おける家族性膵臓がんの原因遺伝子の探索（研究代表者：谷内田真一）」によっ

て支援されています。 

 

8. 遺伝カウンセリングについて 

 この研究では、ご家族やご本人ががんにかかったことがあるか、について細

かくお聞きします。割合は決して多くないのですが、一部の膵腫瘍・膵がん患

者さんの中には、遺伝（もって生まれた体質）が主な原因でがんを発症する方

がいらっしゃいます。遺伝性腫瘍について詳しく知り、ご自身やご家族のがん

について詳しく調べたい方は、専門外来で遺伝カウンセリングを受けていただ

くことが可能です。遺伝カウンセリングにかかる費用は、あなたご自身の負担

となります。 

ご希望がある場合には、登録施設の担当者や担当医にその旨申し出てくださ

い。 

 

9. 健康被害と補償について 

 この研究は登録事業であり、健康被害が生じることは無いと考えられるため、

特別な補償はありません。 

 

 

10. この研究で得られた情報の二次利用について 

 がんに関する研究は、日進月歩で進歩しています。この研究で得られた情報

はさらに別の研究に役立てるために別の研究で使われる（二次利用される）場

合があります。その場合は新たに研究計画書が作成され、厳正な審査を行った

うえで、がん治療の発展に有意義であると判断された場合に限り、二次利用を

行う国内外の学術機関や企業に提供されます。その場合も個人を特定できる情

報は含まない状態で提供しますので、あなたの個人情報は守られます。 

 

11. 研究資金および利益相反について 

 臨床研究における利益相反とは、研究者が企業等から経済的な利益（謝金、

研究費、株式等）の提供を受け、その利益の存在により臨床研究の結果に影響

を及ぼす可能性がある状況のことをいいます。この研究は「7. 費用について」



 
 

に記載した資金源を用いて実施します。 

 この研究における利益相反の管理は、参加施設それぞれが自施設の研究者に

対して行っています。詳細をお知りになりたい場合は、当施設の相談窓口まで

お問い合わせください。 

 

12. 研究成果の帰属について 

この研究結果により知的財産が発生した場合は、日本膵臓学会および研究者

に帰属します。 

 

13. 同意について 

説明をよくお読みいただき、ご不明な点は当施設の連絡先にご確認ください。

内容を十分理解し、納得された場合は、同意書にご署名をお願いいたします。

未成年者や認知症などの方が対象となる場合は、近親者から代諾をいただきま

す。 

 

―連絡先― 

当施設での連絡先（相談窓口） 

大阪国際がんセンター 検診部 消化器検診科 

〒541-8567大阪市中央区大手前3-1-69 Tel: 06-6945-1181（代表） 

（研究責任者 蘆田玲子） 

 

研究代表者 

京都大学医学部附属病院肝胆膵・移植外科 

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 Tel: 075-751-3736   

（研究代表者 高折恭一）



 
 

ご本人保管用   同意書 

 大阪国際がんセンター 総長殿 

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻度の検討 

○ はじめに 7. 費用について  

1. この研究の背景と目的 8. 遺伝カウンセリングについて  

2. 研究の対象となる登録者、研究の方法※、研究を

行う期間、参加医療機関 

9. 健康被害と補償について  

＜「全国がん登録」などへの照会について＞ 10. この研究で得られた情報の二次利用について 

3. 謝礼について 11. 利益相反について 

4. この研究に参加する利益および不利益 12. 研究成果の帰属について 

5. 個人情報の保護と遵守すべき倫理指針について.  13. 同意について 

6. この研究への参加ととりやめについて  研究組織連絡先 

※膵腫瘍・膵がんを発症した方については、診断した病院に当方から問い合わせて診療情報を提

供していただくことがあります。 

 

□ 説明者が対面で説明：  

私は、以上の項目を説明しました。 

説明日：   年   月   日 

 

説明者氏名：                 （自署） 

□ 郵送による同意取得 

私はこの研究に参加するにあたり、研究の内容を理解しましたので、参加す

ることについて同意します。 

 

同意日：    年   月   日 

 

氏名：                     （自署※） 

 

ふりがな：姓（    ）名（     ） 生年月日：   年  月  日 

性別 □男 □女   

住所：〒                             

電話番号          e-mail                               

 

連絡担当者の氏名                   



 

診療録保管用   同意書 

 大阪国際がんセンター 総長殿 

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻度の検討 

○ はじめに 7. 費用について  

1. この研究の背景と目的 8. 遺伝カウンセリングについて  

2. 研究の対象となる登録者、研究の方法※、研究を

行う期間、参加医療機関 

9. 健康被害と補償について  

＜「全国がん登録」などへの照会について＞ 10. この研究で得られた情報の二次利用について 

3. 謝礼について 11. 利益相反について 

4. この研究に参加する利益および不利益 12. 研究成果の帰属について 

5. 個人情報の保護と遵守すべき倫理指針について.  13. 同意について 

6. この研究への参加ととりやめについて  研究組織連絡先 

※膵腫瘍や膵がんを発症した方については、診断した病院に当方から問い合わせて診療情報を提

供していただくことがあります。 

 

□ 説明者が対面で説明：  

私は、以上の項目を説明しました。 

説明日：   年   月   日 

 

説明者氏名：                 （自署） 

□ 郵送による同意取得 

私はこの臨床研究に参加するにあたり、研究の内容を理解しましたので、参

加することについて同意します。 

 

同意日：    年   月   日 

 

氏名：                     （自署※） 

 

ふりがな：姓（    ）名（     ） 生年月日：   年  月  日 

性別 □男 □女   

住所：〒                             

電話番号          e-mail                               

 

連絡担当者の氏名                   



 

代諾者保管用   同意書（代諾用） 

 大阪国際がんセンター 総長殿 

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻度の検討

○ はじめに 7. 費用について  

1. この研究の背景と目的 8. 遺伝カウンセリングについて  

2. 研究の対象となる登録者、研究の方法※、研究を

行う期間、参加医療機関 

9. 健康被害と補償について  

＜「全国がん登録」などへの照会について＞ 10. この研究で得られた情報の二次利用について 

3. 謝礼について 11. 利益相反について 

4. この研究に参加する利益および不利益 12. 研究成果の帰属について 

5. 個人情報の保護と遵守すべき倫理指針について.  13. 同意について 

6. この研究への参加ととりやめについて  研究組織連絡先 

※膵腫瘍・膵がんを発症した方については、診断した病院に当方から問い合わせて診療情報を提

供していただくことがあります。 

 

私は、代諾者に対して以上の項目を説明しました。 

（対面での説明同意必須） 

説明日：   年   月   日 

説明者氏名：           （自署） 

私は（        ）に代わって、研究の内容について十分な説明を受

けました。研究の内容を理解しましたので、この研究に参加することについ

て同意します。 

同意日：    年   月   日 

 

代諾者 氏名：                （自署※）続柄     

 

登録者に関する情報 

氏名：                （記名） 

氏名のふりがな：姓（       ）名（        ）  

生年月日：   年  月  日 

性別 □男 □女   

住所：〒                             

電話番号          e-mail                               

 

連絡担当者の氏名                   



 

診療録保管用   同意書（代諾用） 

 大阪国際がんセンター 総長殿 

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻度の検討 

※膵腫瘍・膵がんを発症した方については、診断した病院に当方から問い合わせて診療情報を提

供していただくことがあります。 

 

私は、代諾者に対して以上の項目を説明しました。 

（対面での説明同意必須） 

説明日：   年   月   日 

説明者氏名：           （自署）

○ はじめに 7. 費用について  

1. この研究の背景と目的 8. 遺伝カウンセリングについて  

2. 研究の対象となる登録者、研究の方法※、研究を

行う期間、参加医療機関 

9. 健康被害と補償について  

＜「全国がん登録」などへの照会について＞ 10. この研究で得られた情報の二次利用について 

3. .謝礼について 11. 利益相反について 

4. この研究に参加する利益および不利益 12. 研究成果の帰属について 

5. 個人情報の保護と遵守すべき倫理指針について.  13. 同意について 

6. この研究への参加ととりやめについて  研究組織連絡先 

私は（        ）に代わって、研究の内容について十分な説明を受

けました。研究の内容を理解しましたので、この研究に参加することについ

て同意します。 

同意日：    年   月   日 

 

代諾者 氏名：                （自署※）続柄     

 

登録者に関する情報 

氏名：                （記名） 

氏名のふりがな：姓（       ）名（        ）  

生年月日：   年  月  日 

性別 □男 □女   

住所：〒                             

電話番号          e-mail                               

 

連絡担当者の氏名                    



 

 

同意撤回通知書【ご本人用】 

 

 大阪国際がんセンター 総長殿 

 

私は「膵腫瘍の発症頻度に関する研究」への参加の同意を撤回します。 

A.【 】今後、私の情報を一切収集しないでください。ただし、これまでに収集され

たデータが利用されることや、私の全国がん登録情報への照会や行政情報の

交付申請等が法令に則って適切に行われることを理解しています。 

 

Ｂ.【 】今後、私の情報の収集や、全国がん登録情報への照会・行政情報の交付申請

を一切行わないでください。ただし、これまでに収集されたデータは、私を

識別する情報を削除したうえで利用されることを理解しています。 

 

Ｃ.【 】今後、私の情報の収集や全国がん登録情報への照会・行政情報の交付申請を

一切行わないでください。私を識別する情報を削除し、これまでに収集され

たデータも可能な限り削除してください。膵臓学会が管理するデータベース

にすでに登録された情報は削除不可能な場合があることを理解しています。  

 

「膵腫瘍の発症頻度に関する研究への参加の同意」撤回通知書を、確かに

拝受いたしました。責任をもって、上記で選択された情報の削除を実施致

します。 

 

 

  

ご本人の署名 

 

 

申出日 

       年    月   日 

代諾者の署名 

 

代諾者の場合、ご本人との関係 

施設名 

 

氏名 

同意撤回通知書受領日 

       年    月   日 

 



 

 

 

      年  月  日 

            病院 

            先生御侍史 

  

診療情報のご提供のお願い 

謹啓 

  時下、先生におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

また日頃より当科における診療に一方ならぬご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

 さて、当科は, 2013年 7月に日本膵臓学会が設立を決定し、学会内に設置した家族性膵癌レジス

トリ委員会が立ち上げた「家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発

生頻度の検討」の登録施設になっております。 

既に欧米では各国に家族性膵癌登録制度があり、家族性膵癌に関する研究が行われております。本

登録制度は日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻度を検討することを第一の目的として

おりますが、様々な疫学的研究や附随研究の基盤となるものと考えています。（本登録制度の詳細

につきましては、「家族性膵癌登録制度 http://jfpcr.com/」でご覧いただけます。） 

 

 この度、貴院で 膵癌 ・             と診断されました 

                 様（生年月日：    /   /  ） について、 

□ ご本人 

□ ご家族の             様（続柄：  ） 

が、本制度への登録を希望されて、来院されました。 

お手数をおかけして誠に申し訳ありませんが、本登録制度では、膵癌等の確定診断時の情報が大変重要

でございますので、同封の診療情報提供書にご記入の上、返信用封筒にてご返送のほど、お願い申し上

げます。可能でしたら、組織学報告書・細胞診報告書・画像診断レポートの写しも同封いただけますと、

幸甚です。 

お願いばかりで恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、今後の貴科の益々のご発展を心より祈念しております。 

                                      謹白 

                          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 病院  

                          ** 内科   ＊＊＊＊ 

 

 



 

 

 

患者さん氏名：               生年月日：     /   /      

 

膵癌 

初回診断時の膵癌の部位 膵頭部 ・ 膵体部 ・ 膵尾部・（     ）     

初回診断時の TNM分類 T        N       M 

病理組織学的診断名  

初回診断日（組織診断確定日）         年     月     日 

初回診断時の身長・体重 身長      cm   体重     Kg 

可能でしたら、組織学報告書・細胞診報告書・画像診断レポートの写しも同封いただけますと、幸甚です。 

 

                 

膵癌以外 

 初回診断日       年     月     日 

 診断に至った経緯を下欄にご記載をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Family PaC Study 詳細質問票  
被記入者の【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】※施設研究者記入 

回答者の【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】※施設研究者記入 

  

質問がたくさんありますが、できる限りご記入をお願いします。回答がわからない

質問もあると思いますが、私たちの研究にとっては、どのような情報でも重要になり

ます。わかる範囲で構いませんのでご記入下さい。また、ご記入いただいた情報につ

いて、問い合わせをさせていただくこともあります。 

 

記入日：    年   月   日 

回答者（あなた）のお名前：      イニシャル：姓（   ）名（   ）  

記入者： □回答者（あなた）自身    □代理（      自署） 

     □施設研究者（     自署）   

この質問票は、私たちの研究に参加いただくことに同意された方（研究の説明文書をお読みに

なり、同意文書にサインされた方）にお渡ししています。同意書の提出がまだの方は、まず先

にこの研究に関する説明を十分確認いただいてからご参加を検討ください。 

この質問票は、回答者（あなた）があなた自身のことを回答する場合と、あなたがご

家族のことを回答する場合があります。該当する欄にチェック・記入をお願いします。 

□  回答者（あなた）があなた自身のことを回答 

□  回答者（あなた）がご家族のことを回答 

 

  

そのご家族について、下記を記入ください 

  イニシャル：姓（   ）名（   ） 

  あなたとの続柄：       生年月：    年   月 

ご家族・親せきの中だけで使われているキーワード(あだ名など)があればご記入

下さい。フルネームはご遠慮下さい。 （    ） 

 今の状況：□ご健在 

      □ご逝去 (     歳・   年   月   ） 

 

（これ以降の質問にはこの方についての情報を回答ください。） 

基本情報 

添付資料 4 



 

 

1. 日本人ですか？    はい   ・   いいえ  

※「いいえ」の場合は詳細をお願いします。（                   ） 

 

2. ３世代（曾祖父-ひいおじいさん/曾祖母-ひいおばあさん）前までに、 

日本人以外の人はいますか？    はい   ・   いいえ      

 

3「はい」の場合は詳細をお願いします。 

（例：曾祖父-ロシア人 祖母-プエルトリコ人） 

 

 

 

4. 性別：   男性    ・  女性  

5. 血液型：      型（Rh   ） 

6. 身長、体重 

現在の身長：        ｃｍ  ・   わからない  

現在の体重：          Kg  ・  わからない  

 

20 歳時の身長：               ｃｍ  ・ わからない  

20 歳時の体重：            Kg  ・  わからない 

 

7. 最終学歴を以下から選んでください。 

〔中学卒業・ 高校卒業 ・ 専門学校または短大卒 ・ 大学卒業 ・ 大学院以上〕 

 

8. 最も長期間就いていた職業についてご記入ください。 

 

職業形態： 

①正社員 （一般社員・管理職・会社員・短時間正社員 など） 

②非正社員 （パートタイム・有期契約・派遣・嘱託 など） 

③個人自営業・家族従業（専業農家 を含む） 

④専業主婦 

⑤無職 

就業期間：         年 

職務内容：                             

医療歴について 



 

 

 

1. 膵癌（膵腫瘍）と診断されたことはありますか      はい ・ いいえ 

※「はい」の方は下記の質問に、「いいえ」の方は 5.以降をお答え下さい 

 

2. 膵癌と診断されたのはいつですか  年  月  日    歳・わからない 

3. 膵癌と診断された病院名・住所・主治医のお名前をご記入ください。 

 

病院名：              

 

主治医のお名前：           ・わからない 

 

4. 体重・身長についてわかる範囲でお答えください。 

 膵癌発症時の身長：        ｃｍ  ・   わからない  

 膵癌発症時の体重：          Kg  ・  わからない  

 膵癌と診断される 2 年前の体重          Kg・わからない  

 

5. 他のがんまたは腫瘍があると診断されたことはありますか。 

  

                   はい  ・  いいえ ・  わからない 

 

「はい」の場合 

診断病名 病院名 診断日 年齢 

     年  月  日  

     年  月  日  

     年  月  日  

     年  月  日  
 

  



 

 

6. 今までに下記の疾患または病気の診断や手術を受けたことがありますか 

※当てはまるところに○印を付けてください 
 
 はい いいえ わから

ない 

 
診断や手術を 
受けた時の年齢 

 
治療の内容や手術の理由
などの詳細 

Ⅱ型糖尿病 

(生活習慣病としての糖尿病) 

    ｲﾝｼｭﾘﾝ □有□無□不明 

他の治療： 

Ⅰ型糖尿病 

(膵臓の障害による糖尿病) 

     

膵炎      

他の膵疾患:膵嚢胞
のうほう

/IPMN※      

心臓の病気      

肝臓の病気      

腎臓の病気      

腹部の外科手術      

胆石      

胆嚢の外科手術      

関節異常      

胆管の異常      

胃炎      

胃･十二指腸潰瘍      

逆流性食道炎      

      

※膵管内乳頭粘液性腫瘍（Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm） 

 

下記の薬について、当てはまるものに○印を記入ください 

 現在使用

している 

以前使用

していた 

使用し

ていな

い 

わから

ない 

インスリン注射     

血糖値を下げる薬（糖尿病の薬でインス

リン注射以外） 

    

コレステロールや中性脂肪を下げる薬     

血液を固まりにくくする薬     

解熱鎮痛剤（痛み止めや熱さまし）     

睡眠薬・睡眠誘導薬     

抗不安薬・抗うつ薬     

抗てんかん薬     

骨粗しょう症の薬     

ステロイド（内服）     



 

 

吸入薬     

逆流性食道炎の薬     

その他（             ）     

ピロリ菌について 

 

１. ピロリ菌感染の診断を受けた事はありますか。 はい ・ いいえ ・わからない 

 

２. １が「はい」の場合、それはいつですか。       年   月   日 

 

３. ピロリ菌の除菌治療を受けましたか。     はい ・ いいえ ・わからない 

 

４. 3 が「はい」の場合、それはいつですか。       年   月   日 

 

５. 除菌治療は成功しましたか。        成功 ・ 不成功 ・わからない 

 

 

 

 

遺伝カウンセリングについて 

 

1. 遺伝カウンセリングを受けた事はありますか。      はい ・ いいえ 

 

２. １が「はい」の場合、それはいつですか。       年   月   日 

 その中で膵癌に関する説明はありましたか。 はい ・ いいえ 

 

3. 遺伝性疾患はありますか。     はい ・ いい

え 

 

4. 「はい」の場合の遺伝性疾患の名前                     

 

5. 判明している変異遺伝子名                         

 

変異部位(わかれば)             

 

 

喫煙歴について 



 

 

20 歳以上の方のみご記入ください。該当する□にチェックを入れてください。 

 に数字を入れてください 

 

 

 

受動喫煙について 

たばこを吸う他人と同じ部屋（自宅や職場）で定期的に１日に 1 時間以上過ごした時

期がありますか（ありましたか）？ 該当する部分に○印を記入ください。 

あなたの年齢が なし 
あり わからない 

親 配偶者 職場の同僚 その他（関係を記入）  

０～10 歳の時       

11～20 歳の時       

21～30 歳の時       

31～40 歳の時       

41～50 歳の時       

51～60 歳の時       

61 歳からの時       

 

 

飲酒習慣について 

20 歳以上の方のみご記入ください。該当する□にチェックを入れてください。 



 

 

 に数字を入れてください 

 

 



 

 

その他 

1. 配偶者（夫・妻）やその血縁者に膵癌になった方はいらっしゃいますか。   

 □ はい   □ いいえ 

 ☑ はい の場合は詳細をご記入ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの質問にご回答いただきまして、ありがとうございました。 

記入もれなどがないか、もう一度ご確認いただければ幸いです。 



 

 

 

 

 Family PaC Study  家族情報質問票 

※施設研究者記入欄 

回答者【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】  *要同意書提出 

回答者が代諾者・回答代行者の場合本来の登録者【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】 

第一連絡担当者【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】*要同意書提出 

第二連絡担当者【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐   】*要同意書提出 

起点【JFPCR ID:   ‐   ‐    ‐0001】   同意書提出 □あり □なし 

 

回答日       年    月    日 

あなた（回答者）のお名前：                 （自著） 

あなたは、 □第一連絡担当者 □第二連絡担当者 □いずれでもない 

 

記入者： □あなた（回答者）自身  □ 施設研究者（    自署） 

 

回答者以外の方が連絡担当者となる場合 

第一連絡担当者のお名前：            （自著） 

第二連絡担当者のお名前：            （自著） 

※連絡担当者は同意書を提出された研究参加者に限らせていただいております。 
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この家族歴質問票の起点※になる方について 

※あなた（記入者）の家系で膵腫瘍・膵癌になった方（複数人いらっしゃる場合は最も詳しい情報が得られる膵腫瘍・膵癌の方）

を起点にしてください 

起点になる方のイニシャル（姓・名それぞれ、アルファベットの頭文字 1 字） 

姓（  ）名（  ） あなた（回答者）との続柄：        

 

！次のページからの、“父”や“お子さん”とは、ここに記入された起点の方からみた“父”や“お子さん”を指します。 

 

 

該当する項目を選択ください 

□ あなた（回答者）が膵腫瘍・膵癌になった経験があり、自分で回答→あなたがこの家族歴の起点 

□ あなた（回答者）は膵腫瘍・膵癌になった経験はないが、あなたが膵腫瘍・膵癌になった方の状況

をよくご存じなのであなたが回答→膵腫瘍・膵癌になった方がこの家族歴の起点 

 

  



 

 

 

 
家系図 

 

 

□男 ○女 ■●発症    

起 

登 

連 1 登 

4 5 

10 9 1 

18 

21 
50 

51 52 53 

起：起点、登：登録者、代：代諾者 

連 1：第一連絡担当者、連 2：第二連絡担当者 

数字:家系内番号、記：本質問票記入者 

例） 

起点の方の兄弟姉妹の人数（  ）人 うち、本質問票に回答する人数（  ）人 

起点の方の子供の人数（  ）人 うち、本質問票に回答する人数（  ）人 

起点の方の父の兄弟姉妹の人数（  ）人 うち、本質問票に回答する人数（  ）人 

起点の方の母の兄弟姉妹の人数（  ）人 うち、本質問票に回答する人数（  ）人 

 



 

 

 

開始番号  

発行数   

 家系内番号： 3 

この家族歴の起点になる方の 父・母・祖父（父の父）・祖母（父の母）・祖父（母の父）・ 

祖母（母の母）・兄弟姉妹（同父同母・同父異母・異父同母）・配偶者（  番目）・ 

子供（  番目の配偶者の第  子）・父の兄弟姉妹・母の兄弟姉妹・孫・甥・姪・ 

その他（             ） 

調査時に必要な情報（※今後の調査用紙に印字されます） 

 

性別：□男 □女   生年月：    年    月 （年末での年齢：   歳） 

イニシャル 姓（  ）名（  ）  ◎ニックネーム等（例：さっちゃん       ） 

『◎ニックネーム等』には、親戚の中でこのひとだとわかる本名以外のニックネームのようなものがあれば記入してください。 

居住地 (都道府県または市区町村)（例：北海道・築地      ） 

※施設研究者記入欄 

JFPCR ID  

(                ) 

この方の父の ID 

(                ) 

この方の母の ID 

(                ) 

この方は第（   ）子 

 

本研究の同意 

□あり（本人署名） 

□あり（代諾者署名） 

（代諾者 ID       ） 

□なし 

詳細情報（詳細質問票） 

□ あり 

下記の膵臓病になったことがありますか。 ※診断時期の詳細が分からなければ年・月だけ、年だけ、でも結構です。  

膵癌  □有 診断時期    年 月         歳  □無    □不明  

糖尿病 □有 診断時期    年 月         歳  □無    □不明 

膵炎  □有 診断時期    年 月         歳  □無    □不明 

他の膵疾患/膵嚢胞：IPMN 

    □有 診断時期    年 月         歳  □無    □不明 

膵癌以外のがんになったことはありますか。※診断時期の詳細が分からなければ年・月だけ、年だけ、でも結構です。  

□有 種類    診断時期    年 月        歳  □無    □不明   

喫煙歴 

□現在吸っている  □以前吸っていた  □吸わない □不明 

印刷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ なし 

その他 

現在の状況 

□健在  

□逝去   逝去年月  年  月  年齢    歳     死因             

□不明  



 

 

 

調 査 用 紙 送 付 状 

年  月  日 

連絡先 1(個人名）    様 

                     〒＊＊＊-＊＊＊＊ 

                      

                        Family PaC Study 事務局                     

                      

拝啓 青葉が美しい季節となりました 

平素は私どもの研究に、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、毎年実施させていただいておりますご家族の状況についての調査を、今年もまたお願

い致したく、調査用紙を送らせていただきました。 

お忙しい中恐縮ではございますが、お手元に届きましてから 1 ヵ月くらいでご返信いただ

けましたら、幸甚です。 

この研究では、起点者(個人名）、起点者が非登録者の場合は第一登録者様のご家族を家系

ID：1234 として、登録させていただいております。調査用紙の赤枠内のご記入をお願い

致します。 

お手数ですが、居住地やイニシャルの変更等ありましたら、更新しますので、二重線で消し

てから空いているところにご記載ください。 

続柄は「起点となる方」※からみた続柄を記載しております。 

※ 家族情報質問票を記載いただく際に、起点となる方として下記のお名前（もしくはニッ

クネーム等）を記入いただきました。 

 （ 起点者様  ） 

 

また、今回の調査用紙のニックネーム等の欄にプリントされている情報は、「家族情報質問

票」の記入者の方にご記入いただいた内容です。 

 

お手数をおかけいたしますが、何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

1.ご家族の状況に関する調査用紙 

2.返信用封筒 

以上 
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来年以降の連絡担当者について 

 

現在、下記の方々が連絡担当者として対応いただいております。来年以降の調査票の送付先

として、連絡担当者の変更や住所の変更がありましたらお手数ですが下記に記入いただけた

ら幸いです。 

 

現在の連絡担当者 

第一連絡担当者のお名前：  連絡先 1(個人名）   様 

第二連絡担当者のお名前：  連絡先 2(個人名）   様 

 

来年以降の調査票の送付先（あてはまるところに☑をお願いします。） 

□ 第一連絡担当者に送付してください（住所変更なし） 

□ 第一連絡担当者に送付してください（住所変更あり） 

下記の住所に変更となりました 

（〒   -   ）                    

第一連絡担当者 氏名              （自署） 

 

□ 第二連絡担当者に送付先を変更してください（住所変更なし） 

□ 第二連絡担当者に送付してください（住所変更あり） 

下記の住所に変更となりました 

（〒   -   ）                    

第二連絡担当者 氏名              （自署） 

 

□ 新たに下記の住所・氏名に連絡担当者を変更します 

※連絡担当者は、この研究の趣旨に同意した（説明同意文書にサインをした）方に限らせて

いただいております。まだ、この研究の説明文書をお読みいただいていない場合は、下記宛

てに送らせていただきますので、ご賛同いただけましたら、同意書（診療録保管用 P10）

をご返送ください。 

 □ 私は新たな連絡担当者となることに同意いたします 

 

新たな連絡担当者 氏名                     （自署） 

 

住所 （〒   -   ）                          

 

 

 



 

 

Family PaC Study では新規登録者を受け付けています！ 

 

この研究に参加して詳細質問票にご回答いただけるご家族が多いほど、この研究の情報が

有用かつ正確になります。下記に該当し、この研究の趣旨に賛同くださるご家族がいらっし

ゃいましたら、同封されている説明同意書と質問票をご記入の上、返信いただけたら幸いで

す。 

 

・ 起点となる方から見た第一度・第二度近親※、配偶者で、この調査用紙に載っていない

方 

  ※ 第一度近親者＝親子・兄弟姉妹、第二度近親者＝祖父母・孫・おじおば・甥姪 

・ 調査用紙の一番左の部分に記載されている、質問票の種別が、「家族情報のみ」となっ

ている方（下図） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

膵がんになられた方とあなたとの関係が、配偶者、親子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじおば、

甥姪で、この研究に参加して詳細質問票にご回答頂けるご家族が多いほど、この研究の情報

が有用かつ正確になります。この研究の趣旨に賛同していただけるようでしたら、下記の問

い合わせ先までご連絡下さい。 

 

   《 お問い合わせ先 》 

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 

京都大学医学部付属病院肝胆膵・移植外科内 

℡ 075-751-3736 

E-mail ○○○○○@kuhp.kyoto-u.ac.jp 

 

 

お問い合わせの際は、起点者 ID（KYT-001-01）をお知らせください。 

 



 

 

 

※ 初回調査時年齢は、登録された時（****年***月）の年齢です。正確な年齢でない場合があります。続柄は起点となる方から見た続柄です。

居住地やイニシャルの変更等ありましたら、二重線で消してから空いているところにご記載ください。本名や詳細な住所は記入しないでく

ださい（住所は都道府県または市区町村まで）。 

ID1234- 

質問票 

ｲﾆｼｬﾙ 

姓・名 
性別 続柄 

前回調査時 

前回調査後に膵がん、その他のがん・腫瘍が診断

された場合は右欄を記入してください。 

診断年月・ 

診断時年齢 

生年月 

初回調査時 

第何子 

居住地 

ニックネーム

等 

０１ 

 

詳細 

CM 男 

本人 

（起点と

なる方） 

1948 年１０月 

65 歳 

第 1 子 

築地 

源さん 

がんの診断の有無 

□膵がん 

□他のがん・腫瘍 詳細↓ 

(          ） 

□がん無し 

□不明 

現在の状況 

□ご健在 □ご逝去 □不明  

 

0２ 

 

家族情報

のみ 

 

CS 

       

女 娘 

1972 年１月 

42 歳 

第 3 子 

京都 

さっちゃん 

がんの診断の有無 

□膵がん 

□他のがん・腫瘍 詳細↓ 

(  胃がん      ） 

□がん無し 

□不明 

状態 

□ご健在 □ご逝去 □不明  

 

 

2015 年１月 

62 歳 

ご家族の状況 調査用紙 
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 記入例 

YS 

結婚のため変更 

 

岐阜 

結婚のため転居 

 



 

 

 

※ 初回調査時年齢は、登録された時（****年***月）の年齢です。正確な年齢でない場合があります。続柄は起点となる方から見た続柄です。

居住地やイニシャルの変更等ありましたら、二重線で消してから空いているところにご記載ください。本名や詳細な住所は記入しないでく

ださい（住所は都道府県または市区町村まで）。 

ID1234- 

質問票 

ｲﾆｼｬﾙ 

姓・名 
性別 続柄 

前回調査時 

前回調査後に膵がん、その他のがん・腫瘍が診断

された場合は右欄を記入してください。 

診断年月・ 

診断時年齢 

生年月 

初回調査時年齢 

第何子 

居住地 

ニックネーム

等 

01 

 

詳細 

CM 男 本人 

1972 年１０月 

42 歳 

第３子 

築地 

さっちゃん 

がんの診断の有無 

□膵がん 

□他のがん・腫瘍 詳細↓ 

(          ） 

□がん無し 

□不明 

現在の状況 

□ご健在 □ご逝去 □不明  

 

0２ 

 

家族情報

のみ 

 

KM 

       

男 父 

1948 年１０月 

66 歳 

第 2 子 

 

 

 

嵐山 

重さん 

がんの診断の有無 

□膵がん 

□他のがん・腫瘍 詳細↓ 

(          ） 

□がん無し 

□不明 

状態 

□ご健在 □ご逝去 □不明  

 

ご家族の状況 調査用紙 



 

 

 

前回の調査から今回までの間に遺伝子検査を受けた方はいらっしゃいますか？ 

  

□ はい   □ いいえ 

 ☑ はい の場合、私たちに検査結果を提供していただくことは可能ですか。 

 

□ はい   □ いいえ 

 

登録 ID          

 

検査結果: □遺伝子異常なし    □遺伝子異常有（詳細        ）    

◎備考 

※ここ１年間で体重・生活習慣・疾病に大きな変化があった方はご記入ください 

例：糖尿病を発症した・インシュリン投与を開始・５kg 以上の体重変化・喫煙状況の変化 

 

 

 



 

 

 


