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京都府立医科大学附属病院で視野検査を受けられた患者様・ご家族の皆様へ 

 

視野障害進行に関する研究へのご協力のお願い 

 

京都府立医科大学は、緑内障に関する研究「緑内障性視野障害進行予測モデルの構築」

を実施いたします。そのため、過去に京都府立医科大学附属病院で視野検査を受けられた患

者様の診療録を過去にさかのぼって調査させていただきたいと考えています。 

実施にあたり京都府立医科大学医学倫理審査委員会の審査を受け、研究機関の長より適

切な研究であると承認されています。 

    

研究の目的 

    緑内障は網膜神経節細胞が死滅することによって視神経の変形と視野異常（視野欠損）

が起こる進行性の病気です。一度喪失した視野は回復させることが困難で、日本における

中途失明の原因として最も多いものです。緑内障は早期発見、早期治療が大原則で、いか

に視野進行例を早く発見するかが大きなポイントとなります。 

様々な臨床データを多施設で多く集めることで、データの信頼性を上げ、それらのデー

タから緑内障性視野障害進行予測モデルの構築を行い、緑内障の早期診断に役立てます。 

 

   研究の方法 

   ・対象となる方について 

1997年1月1日から2024年3月31日までの間に、京都府立医科大学眼科で視野検査を受け

られた方 

・研究期間：医学倫理審査委員会承認後から2024年3月31日 

・方法 

  通院歴のある緑内障患者様のうち視野検査が複数回以上ある症例について、診療録（カ

ルテ）より視野検査、視力、眼圧、既往歴、家族歴、光干渉断層計による網膜神経層厚、

角膜計測パラメーター等の臨床情報を収集、解析します。 

・外部への試料・情報の提供について 

得られたデータは、東京大学（工学部工学部計数工学科山西健司研究室）へ送付し更に

詳しい解析を行う予定です。提供の際、氏名、生年月日などの患者さんを直ちに特定でき

る情報は削除し、提供させていただきます。 
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・個人情報の取り扱いについて 

患者さんの検査結果、カルテ情報をこの研究に使用する際は、氏名、生年月日などの患

者さんを直ちに特定できる情報は削除し研究用の番号を付けて取り扱います。患者さんと研

究用の番号を結びつける対応表のファイルにはパスワードを設定し、インターネットに接続

できないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、入室が管理されて

おり、第三者が立ち入ることができません。 

また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、

患者さんが特定できる情報を使用することはありません。 

なお、この研究で得られた情報は研究責任者（京都府立医科大学 眼科学教室 森 和彦）

の責任の下、厳重な管理を行い、患者さんの情報などが漏洩しないようプライバシーの保護

には細心の注意を払います。 

 

研究組織 

統括責任者 

東京大学 視覚矯正科 特任講師 朝岡 亮 

京都府立医科大学 視覚機能再生外科学 講師 森 和彦 

共同研究機関及び研究者 

京都府立医科大学 視覚機能再生外科学 学内講師 上野盛夫 

京都府立医科大学 視覚機能再生外科学 客員講師 池田陽子 

京都府立医科大学 医療フロンティア展開学 講師 今井浩二郎 

山梨大学医学部附属病院眼科 准教授 柏木賢治 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院感覚器センター眼科 助教 山下高明 

山口大学医学部附属病院眼科 講師 鈴木克佳 

大阪大学医学部附属病院眼科 助教 三木篤也 

島根大学医学部眼科 及び 松江赤十字病院眼科部長客員研究員 及び 眼科部長 谷戸正樹 

愛媛大学医学部附属病院眼科 及び 南松山病院眼科准教授 及び 非常勤医師 溝上志朗 

大阪大学医学部附属病院眼科 教授  西田幸二 

北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻教授 庄司信行 

英国Moorfields Eye Hospital  Research Fellow 平澤一法 

北里大学医学部眼科 講師 森田哲也 

北里大学医学部眼科 助教 松村一弘 
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北里大学病院眼科 医員 笠原正行 

Department of Optometry and Visual Science, City University London  Professor  David 

Crabb 

Department of Optometry and Visual Science, City University London, 英国 Moorfields Eye 

Hospital  Research Fellow  Stefano Ceccon 

広島大学病院眼科 教授 木内良明 

広島大学院医歯薬保健学研究科 大学院生 中尾善隆 

広島大学眼科 特任助教 杉本洋輔 

広島大学眼科 医科診療医 柳 昌秀 

ツガサキ病院眼科 主任部長 田淵仁志 

ツガサキ病院眼科 部長 中倉俊祐 

Faculty of Health Sciences, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia 助

教 Ulfah Rimayanti 

医療法人社団済安堂 井上眼科 病院理事長 井上賢治 

医療法人社団済安堂 井上眼科 病院診療部次長 南雲幹子 

たじみ岩瀬眼科 院長 岩瀬愛子 

英国Moorfields Eye Hospital Professor  David F Garway-Heath 

The University of Tennessee Health Science Center Assistant Professor Siamak Yousefi 

the Optological Laboratory, in the Department of Optometry and Vision Sciences, The 

University of Melbourne  Senior lecturer Andrew Anderson 

the Optological Laboratory, in the Department of Optometry and Vision Sciences, The 

University of Melbourne  Honorary fellow  Rashima Asokan 

御池眼科池田クリニック 院長 池田陽子 

広島記念病院眼科 医長 金本尚志 

慶應義塾大学眼科学教室 講師 結城賢弥 

慶應義塾大学眼科学教室 非常勤講師 佐々木真理子 

東京大学生産技術研究所（合原研）特任助教 森野佳生 

東京大学眼科 特任研究員 松浦将人 

東京大学眼科 特任研究員 藤野友里 

株式会社queue 代表取締役 柴田直人 

東京大学情報理工学系研究科 教授 山西健司 
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東京大学眼科 教授 相原 一 

東京大学眼科 講師 本庄 恵 

東京大学眼科 助教 坂田 礼 

東京大学眼科 助教 藤代貴志 

東京大学眼科 助教 村田博史 

Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust and University College London, Institute 

of Ophthalmology 

Honorary Research Associate 平澤一法 

株式会社Queue 代表取締役 三橋啓多 

市立札幌病院医員 青木修一郎 

東京大学 情報理工学系研究科 大学院生 杉浦宏樹 

東京大学 情報理工学系研究科 特任助教 木脇太一 

東京大学 情報理工学系研究科 大学院生・医員 鄭 宇輝 

Hamilton Glaucoma Center and Department of Ophthalmology, University of California San 

Diego 

Professor  Linda Zangwill 

Hamilton Glaucoma Center and Department of Ophthalmology, University of California San 

Diego 

Postdoctoral fellow  Mark Christopher 

株式会社Queue ラボリーダー、エンジニア 中原健一 

株式会社Queue エンジニア 石毛真修 

東京大学眼科 特任臨床医 清水公子 

National University Health System  Glaucoma Clinical Fellow 浅野祥太郎 

広島大学医学部附属病院眼科 視能訓練士 徳毛花菜 

島根大学医学部附属病院眼科 助教 杉原一暢 

松江赤十字病院眼科 部長 松岡陽太郎 

鹿児島大学医学部附属病院眼科 教授 坂本泰二    

 

お問い合わせ先 

患者さんのご希望があれば参加してくださった方々の個人情報の保護や、研究の独創性

の確保に支障が生じない範囲内で、研究計画及び実施方法についての資料を入手又は閲覧す
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ることができますので、希望される場合はお申し出下さい。 

また、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、2024年3月31日までに下記

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。 

 

    京都府立医科大学眼科 

    職・氏名： 講師・森 和彦    電話：０７５－２５１－５５７８ 
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