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研究実施のお知らせ 

2019 年 8 月 13 日 ver.1.0 

研究課題名 

日本骨折治療学会運動器外傷データベース[Database of Orthopaedic Trauma by 

Japanese Society for Fracture Repair (DOTJ)]における四肢長管開放骨折症例の登録事

業 

研究の対象となる方 

2015 年 5 月 12 日から 2020 年 2 月 28 日までの間に島根大学医学部附属病院で四

肢長管開放骨折と診断され、治療を受けられた方 

研究の目的・意義 

日本の開放骨折治療の現状を明らかにし、今後の医療の発展に大きく貢献させるこ

とができると思います。 

研究の方法 

診療録より四肢長管骨開放骨折の患者背景、骨折型、手術術式、治療結果などの情

報を、ウェブ登録システムを用いて各研究機関の研究者がデータベースに登録し、日

本骨折治療学会運動器外傷治療成績向上委員会および研究責任者が集計・分析します。 

本登録で集められた情報の分析結果は日本骨折治療学会学術集会等で発表および

論文掲載される予定です。 

研究の期間 

2015 年 5 月 12 日から 2021 年 2 月 28 日までの間 

研究組織 

この研究は次の機関が参加して行います。 

研究代表者（研究で利用する情報の管理責任者）： 

帝京大学医学部附属病院救急医学講座（外傷センター） 石井 桂輔 

参加研究機関 

［研究機関］ ［研究責任者］ 

島根大学医学部附属病院整形外科 山上信生 

その他 大学病院や地域の基幹病院など約 150 施設が参加しています。 

（参加施設一覧参照） 
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情報の利用停止 

ご自身の情報をこの研究に利用してほしくない場合には、ご本人または代理人の方

からお申し出いただければ利用を停止することができます。 

なお、利用停止のお申し出は、2020 年 8 月までにお願いいたします。それ以降は

解析・結果の公表を行うため、情報の一部を削除することができず、ご要望に沿えな

いことがあります。 

相談・連絡先 

この研究について、詳しいことをお知りになりたい方、ご自身の情報を研究に利用

してほしくない方、その他ご質問のある方は次の担当者にご連絡ください。 

 

研究責任者： 

島根大学医学部 整形外科学講座 山上信生 

〒693-8501 島根県出雲市塩冶町 89-1 

電話 0853-20-2242  FAX 0853-20-2236  
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参加施設 147 施設（参加順） すべての施設で倫理委員会の承認を得ている 

No. 施設名 住所 長の氏名 研究責任者 

1 横浜労災病院 〒222-0036 神奈川県横浜市

港北区小机町 3211 

梅村 敏 清水 玄侑 

2 獨協医大越谷   杉本 一郎 

3 湘南鎌倉総合病院 〒247-8533 神奈川県鎌倉市

岡本１３７０番１ 

篠崎 伸明 白川 哲也 

4 佐賀県立好生館 〒840-8571 佐賀市嘉瀬町大

字中原 400 

桐野 高明 前 隆男 

5 都立墨東病院 〒130-8575 東京都墨田区江

東橋４丁目２３−１５ 

上田 哲朗 亀倉 尭 

6 山梨県立中央 〒400-8506 山梨県甲府市富

士見１丁目 1 番 1 号 

神宮寺 禎巳 岩瀬弘明 

7 福山市民病院 〒721-8511 広島県福山市蔵

王町 5-23-1 

坂口 孝作 小川 健一 

8 帝京大学医学部附

属病院 

〒173-0003 東京都板橋区加

賀２丁目１１−１ 

坂本哲也 石井 桂輔 

9 仙台医療センター 〒983-8520 宮城県仙台市宮

城野区宮城野２丁目８−８ 

橋本 省 伊勢福 修司 

10 熊本整形外科病院 〒862-0976 熊本県熊本市中

央区九品寺１丁目１５−７ 

生田 拓也 藤井 明子 

11 多摩総合医療セン

ター 

〒183-8524 東京都府中市武

蔵台 2-8-29 

近藤 泰児 伊賀 徹 

12 清恵会病院  〒590-0064 大阪府堺市堺区

南安井町１丁１−１ 

北岡 治子 坂中 秀樹 

13 大曲厚生医療セン

ター 

〒014-0027 秋田県大仙市大

曲通町８−６５ 

三浦雅人 佐藤 心一 

14 筑波学園病院 〒305-0854 茨城県つくば市

上横場２５７３−１ 

原田 繁 原田 繁 

15 新潟県立小出病院  病院移転に伴い中止 

〒946-0001 新潟県魚沼市

日渡新田 34 

布施 克也 依田 拓也 

16 福井総合病院 〒910-3113 福井県福井市江

上町５８−１６−１ 

林 正岳 渡邉まどか  

17 筑波大学附属水戸

地域医療教育セン

ター・水戸協同病

院 

〒310-0015 茨城県水戸市宮

町３丁目２−７ 

渡邊 宗章 万本 健生 

18 君津中央病院  〒292-8535 千葉県木更津市 海保 隆 大塚 誠 
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桜井１０１０ 

19 宇陀市立病院 〒633-0253 奈良県宇陀市榛

原萩原８１５ 

仲川喜之 水掫 貴満 

20 山形大学医学附属

病院 

〒990-9585 山形県山形市飯

田西２丁目２−２ 

根本 建二 佐竹 寛史 

21 埼玉医科大学国際

医療センター 

〒350-1298 埼玉県日高市山

根 1397−１ 

小山 勇 鳥尾 哲矢 

22 松原徳洲会病院 〒580-0032 大阪府松原市天

美東７丁目１３−２６ 

吉田 毅 倉光 希代子 

23 香川労災 〒763-8502 香川県丸亀市城

東町３丁目３−１ 

吉野公博 前原 孝 

24 中国労災病院 〒737-0193 広島県呉市広多

賀谷１丁目５−１ 

榎野 新 笹重 善朗 

25 福岡徳洲会病院  〒816-0864 福岡県春日市須

玖北４丁目５ 

海江田 令次 尾上 英俊 

26 東京都立広尾 〒150-0013 東京都渋谷区恵

比寿２丁目３４−１０ 

江川 直人 程原 誠 

27 札幌徳洲会 〒004-0041 北海道札幌市厚

別区大谷地東１丁目１−１ 

奥山 淳 辻 英樹 

28 金沢医療センター 〒920-8650 石川県金沢市下

石引町１−１ 

鵜浦 雅志 池田 和夫 

29 佐久医療センター 〒385-0051 長野県佐久市中

込字西大堰手前３４００−２

８ 

渡辺 仁 田野 敦寛 

30 大阪みなと中央 〒552-0021 大阪府大阪市港

区築港１丁目８−３０ 

細川 亙 大野 一幸 

31 富山県済生会高岡

病院 

〒933-8525 富山県高岡市二

塚３８７−１ 

野田 八嗣 金粕 浩一 

32 西宮渡辺病院 〒662-0863 兵庫県西宮市

室川町１０−２２ 

佐々木 健陽 佐々木 健陽 

33 健和会大手町病院 〒803-8543 福岡県北九州市

小倉北区大手町１５−１ 

西中 徳治 酒井 和裕 

34 星ヶ丘医療センタ

ー 

〒573-8511 大阪府枚方市星

丘４−８−１ 

山崎 芳郎 栗山 幸治 

35 近森病院 〒780-8522 高知県高知市 

廿代町 2-22 

近森正幸 津野 直子 

36 長崎大学医学附属

病院 

〒852-8501 長崎県長崎市坂

本１丁目７−１ 

増﨑 英明 宮本 俊之 

37 太田西ノ内病院 〒963-8558 福島県郡山市西 新保卓郎 澤田 貴稔 
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ノ内２丁目 5 番 20 号 

38 多根総合病院 〒550-0025 大阪府大阪市西

区九条南１丁目１２−２１ 

丹羽 英記 上中 一泰 

39 津山中央病院 〒708-0841 岡山県津山市川

崎１７５６ 

林 同輔 金丸 明博 

40 聖マリア病院 〒830-8543 福岡県久留米市

津福本町 422 番地 

島 弘志 神保 幸太郎 

41 宮崎大学医学部附

属病院 

〒889-1692 宮崎県宮崎市清

武町木原５２００ 

鮫島 浩 帖佐 悦男 

42 長野市民病院 〒381-8551 長野県長野市大

字富竹 1333 番地１ 

池田 宇一 南澤 育雄 

43 大阪府済生会千里

病院 

〒565-0862 大阪府吹田市津

雲台１丁目１−６ 

木内 利明 佐藤 秀峰  

44 順天堂大学静岡病

院 

〒410-2211 静岡県伊豆の国

市長岡１１２９ 

三橋 直樹 神田 章男 

45 富山県厚生連滑川

病院 

〒936-8585 富山県滑川市常

盤町１１９ 

南里 泰弘 林 博志 

46 北里大学メディカ

ルセンター 

〒364-8501 埼玉県北本市荒

井６丁目１００番地 

廣瀬 隆一 内野 正隆 

47 飯塚病院 〒820－8505 福岡県飯塚市

芳雄町 3−８３ 

増本 陽秀 稲員 千穂   

48 獨協医科大学日光

医療センター  

〒321-2523 栃木県日光市高

徳６３２ 

原澤 寬 長田 伝重 

49 東京医科大学茨城

医療センター 

〒300-0395 茨城県稲敷郡 

阿見町中央３丁目２０−１ 

小林 正貴 石井 朝夫 

50 久留米大学医学部

附属病院 

〒830-0011 福岡県久留米市

旭町 67 番地 

八木  実 白濵 正博 

51 市立砺波総合病院 〒939-1395 富山県砺波市新

富町１−６１ 

伊東 正太郎 高木 泰孝 

52 日本医科大学千葉

北総病院救命救急

センター 

〒270-1694 千葉県印西市鎌

苅 1715 

清野 精彦 瀬尾 卓生 

53 高知医療センター 〒781-8555 高知県高知市池

２１２５−１ 

島田安博 松本 俊之 

54 西宮協立脳神経外

科病院 

〒663-8211 兵庫県西宮市今

津山中町１１−１ 

三宅 裕治 瀧川 直秀 

55 西能病院 〒930-0866 富山県富山市高

田７０ 

増田 明 市村 和徳 

56 新潟大学医歯学総 〒951-8520 新潟県新潟市中 鈴木 榮一 普久原 朝海 
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合病院 央区旭町通１番町７５４番

地 

57 筑波メディカルセ

ンター病院 

〒305-8558 茨城県つくば市

天久保１丁目３番地１ 

軸屋 智昭 市村 晴充 

58 筑波大学医学部附

属病院 

〒305-8576 茨城県つくば市

天久保２丁目１−１ 

原 晃 西野 衆文 

59 関東労災病院 〒211-8510 神奈川県川崎市

中原区木月住吉町１−１ 

佐藤 譲 兵頭 晃 

60 大崎市民病院  〒989-6183 宮城県大崎市古

川穂波三丁目 8 番 1 号 

並木 健二 今泉 秀樹 

61 富山市民病院  〒939-8511 富山県富山市今

泉北部町２−１ 

石田 陽 重本 顕史 

62 湘南中央病院 〒251-0056 神奈川県藤沢市

羽鳥１丁目３−４３ 

池田 全良 池田 全良 

63 自治医大さいたま

医療センター 

〒330-8503 埼玉県 さいた

ま市大宮区天沼町１丁目８

４７ 

百村 伸一 秋山 達 

64 埼玉医大総合医療

センター 

〒350-8550 埼玉県川越市鴨

田１９８１番地 

堤 晴彦 井口 浩一 

65 富良野協会病院  〒076-8765 北海道富良野市

住吉町１−３０ 

小山内 裕昭 田中 雅仁 

66 武蔵野赤十字病院 〒180-8610 東京都武蔵野市

境南町１丁目２６−１ 

泉 並木 浅井 秀明 

67 兵庫県立西宮病院 〒662-0918 兵庫県西宮市六

湛寺町１３−９ 

河田 純男 正田 悦朗 

68 香川県立中央病院 〒760-8557 香川県高松市朝

日町１丁目２−１ 

太田 吉夫 井上 智雄 

69 福岡大学医学部附

属病院 

〒814-0180 福岡県福岡市城

南区七隈７丁目４５−１ 

井上 亨 金澤 和貴 

70 東大和病院   〒207-0014 東京都 東大和

市南街１丁目１３−１２ 

野地 智 星 亨 

71 兵庫県立淡路医療

センター 

〒656-0021 兵庫県洲本市塩

屋１−１−１３７ 

小山隆司 櫻井 敦志 

72 製鉄記念広畑病院 〒671-1122 兵庫県姫路市広

畑区夢前町３丁目 1 番地 

橘 史朗 圓尾 明弘 

73 大阪市立総合医療

センター 

〒534-0021 大阪府大阪市都

島区都島本通２丁目１３−２

２ 

瀧藤 伸英 日高 典昭 

74 沖縄県立中部病院 〒904-2293 沖縄県うるま市 本竹秀光 池間 正英 
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宮里２８１ 

75 東住吉森本病院 〒546-0014 大阪府大阪市東

住吉区鷹合３丁目２−６６ 

寺柿 政和 寺浦 英俊 

76 岡山大学医学部附

属病院 

〒700-8558 岡山県岡山市北

区鹿田町２丁目５−１ 

金澤 右 野田 知之 

77 焼津市立総合病院 〒425-8505 静岡県焼津市道

原１０００番地 

関 常司 友山 眞 

78 産業医科大学医学

附属病院 

〒807-8556 

北九州市八幡西区医生ヶ丘 1

番 1 号 

尾辻 豊 善家 雄吉 

79 上都賀総合病院 〒322‐8550 栃木県鹿沼市下

田町１丁目１０３３番地 

十川 康弘 高畑 智嗣 

80 島根大学医学附属

病院 

〒693-0021 島根県出雲市塩

冶町８９−１ 

井川幹夫 山上 信生 

81 国立病院機構弘前

病院 

〒036-8545 青森県弘前市富

野町１番地 

藤 哲 秋元 博之 

82 帯広厚生病院 〒080-0016 北海道帯広市西

６条南８−１ 

菊池 英明 本宮 真 

83 日立総合病院 〒317-0077 茨城県日立市城

南町２丁目１番１号 

奥村 稔 

 

安藤 毅 

84 旭川赤十字病院 〒070-8530 北海道旭川市曙

１条１丁目１−１ 

牧野 憲一 高橋 滋 

85 JA 愛知厚生連 海

南病院 

〒498-8502 愛知県 弥富市

前ケ須町南本田３９６ 

山本 直人 高田 直也 

86 八戸市立市民病院 〒031-8555 青森県八戸市田

向３丁目１−１ 

今 明秀 末綱 太 

87 唐津赤十字病院 〒847-8588 佐賀県唐津市和

多田２４３０ 

志田原 哲 仙波 英之 

88 鳥取県立中央病院 〒680-0901 鳥取県鳥取市江

津７３０ 

池口 正英 村岡 智也  

89 春秋会城山病院 〒583-0872 大阪府羽曳野市

はびきの２丁目８番１号 

福本 仁志 熊野 穂積 

90 神戸大学医学部附

属病院 

〒650-0017 兵庫県神戸市中

央区楠町７丁目５−２ 

平田 健一 李 相亮  

91 大分市医師会立ア

ルメイダ病院 

〒870-1133 大分県大分市宮

崎１５０９−２ 

杉村 忠彦 東 努 

92 岡山赤十字病院  〒700-8607 岡山県岡山市北

区青江２丁目１−１ 

辻 尚志 土井 武 

93 済生会熊本病院  〒861-4193 熊本県熊本市南 中尾 浩一 堤 康次郎 
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区近見５丁目３番１号 

94 小牧市民病院 〒485-8520 愛知県小牧市常

普請１丁目２０番地 

谷口 健次 福田 誠 

95 札幌医科大学医学

部附属病院 

〒060-8543 北海道札幌市中

央区南１条西１６丁目２９

１ 

土橋 和文 入船 秀仁 

96 大垣市民病院 〒503-0864 岐阜県大垣市南

頬町４丁目８６番地 

金岡祐次 石田 智裕 

97 東北大学医学部附

属病院 

〒980-8574 宮城県仙台市青

葉区星陵町１−１ 

八重樫 伸生 小圷 知明 

98 丸の内病院 〒390-8601 長野県松本市渚

１丁目７番４５号 

中土 幸男 百瀬 能成 

99 佐賀中部病院 〒849-8522 佐賀県佐賀市兵

庫南３丁目８−１ 

浅見 昭彦 浅見 昭彦 

100 北里大学医学附属

病院 

〒252-0375 神奈川県相模原

市南区北里 1-15-1 

海野信也 峰原 宏昌 

101 徳島赤十字病院 〒773-8502 徳島県小松島市

小松島町井利ノ口１０３ 

日浅 芳一 住友 淳一郎 

102 山口県立総合医療

センター 

〒747-8511 山口県防府市大

崎７７番地 

武藤 正彦 関 寿大 

103 さいたま赤十字病

院 

〒330-8553 埼玉県さいたま

市中央区新都心 1 番地５ 

安藤 昭彦 泉 亮良 

104 東京労災病院 〒143-0013 東京都大田区大

森南４丁目１３−２１ 

杉山 政則 松尾 亮平 

105 船橋市立医療セン

ター 

〒273-8588 千葉県船橋市金

杉１丁目２１−１ 

丸山  尚嗣 新保 純 

106 静岡済生会総合病

院 

〒422-8527 静岡県静岡市駿

河区小鹿１丁目１番１号 

石山 純三 小倉 跡夢 

107 北見赤十字 〒090-8666 北海道北見市北

６条東２丁目 

吉田 茂夫 松盛 寛光 

108 大原綜合病院 〒960-8611 福島県福島市上

町 6 番 1 号 

佐藤 勝彦 朝熊 英也 

109 千葉県救急医療セ

ンター 

〒261-0012 千葉県千葉市美

浜区磯辺３丁目３２番１号 

石橋 巌 稲田 大悟 

110 市立三次中央病院 〒728-0023 広島県三次市東

酒屋町１０５３１番地 

中西敏夫 夏 恒治  

111 いわき市立総合磐

城共立病院 

〒973-8555 福島県いわき市

内郷御厩町久世原１６ 

新谷 史明 笹島 功一 

112 兵庫県災害医療セ 〒651-0073 兵庫県神戸市中 中山 伸一 矢形 幸久 



 9 / 10 

ンター 央区脇浜海岸通１丁目３−１ 

113 長崎労災病院 〒857-0134 長崎県佐世保市

瀬戸越２丁目１２−５ 

福崎 誠 後藤 久貴 

114 千葉労災病院 〒290-0003 千葉県市原市辰

巳台東２丁目１６ 

河野 陽一 山縣 正庸 

115 岐阜県総合医療セ

ンター 

〒500-8717 岐阜県岐阜市野

一色４丁目６−１ 

滝谷博志 棚橋 宏行 

116 杏林大学高度救命

センター 

〒181-8611 東京都三鷹市新

川６丁目２０−２ 

市村 正一 大畑 徹也 

117 市立釧路総合病院

病院 

〒085-0822 北海道釧路市春

湖台１−１２ 

髙平 真 永野 裕介 

118 福井医大医学附属

病院 

〒910-1193 福井県吉田郡永

平寺町松岡下合月２３−３ 

腰 地 孝 昭 小久保 安朗 

119 東京大学医学附属

病院 

〒113-8655 東京都文京区本

郷７丁目３−１ 

齊藤 延人 松原 全宏 

120 三田市民病院 〒669-1321 兵庫県三田市け

やき台３丁目１番地１ 

荒川 創一 角田 雅也 

121 岩手医科大学 〒020-0023 岩手県盛岡市内

丸１９−１ 

小笠原 邦昭 菅 重典 

122 前橋赤十字 〒371-0014 群馬県前橋市朝

日町３−２１−３６ 

中野 実 浅見 和義 

123 岐阜県立多治見病

院 

〒507-8522 岐阜県多治見市

前畑町 5 丁目 161 番地 

近藤 泰三 大野 徹二郎 

124 九州大学医学部附

属病院 

〒812-8582 福岡県福岡市東

区馬出３丁目１−１ 

赤司 浩一 竹内 直秀 

125 手稲渓仁会病院  〒006-0811 北海道札幌市手

稲区前田１条１２丁目１−４

０ 

成田 吉明 西田 欽也 

126 岩手県立中央病院 〒020-0066 岩手県盛岡市上

田１丁目４−１ 

宮田剛 松谷 重恒 

127 仙台市立病院 〒982-8502 宮城県仙台市太

白区あすと長町一丁目 1番 1

号 

奥田 光崇 阿部 博男 

128 最成病院 〒262-0041 千葉県千葉市花

見川区柏井町 800−１ 

鈴木孝雄 雅樂 十一 

129 佐世保市立総合病

院 

〒857-0056 長崎県佐世保市

平瀬町９−３ 

澄川 耕二 中添 悠介 

130 奈良県立医科大学

医学附属病院 

〒634-8522 奈良県橿原市四

条町８４０ 

古家 仁 前川 尚宜 
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131 みやぎ県南中核病

院 

〒989-1253 宮城県柴田郡大

河原町西３８−１ 

内藤 広郎 橋本 禎敬 

132 公立昭和病院整形

外科  

〒187-8510 東京都小平市花

小金井八丁目 1-1 

上西 紀夫 村松 俊樹 

133 東北労災病院 〒981-8563 宮城県仙台市青

葉区台原４丁目３−２１ 

徳村 弘実 井上 尚美 

134 欠番    

135 大分大学医学部附

属病院 

〒879-5593 大分県由布市挾

間町医大ヶ丘１丁目１番地 

門田 淳一 金﨑 彰三  

136 堺市立総合医療セ

ンター 

〒593-8304 大阪府堺市西区

家原寺町１丁１番１号 

花房 俊昭 大野 一幸 

137 日本医科大学医学

附属病院 

〒113-8603 東京都文京区千

駄木１丁目１−５ 

汲田 伸一郎 塚本 剛志 

138 北九州総合病院 〒802-8517 福岡県北九州市

小倉北区東城野町 1 番 1 号 

永田 直幹 坪根 徹 

139 福島県立医科大学

会津中央病院 

〒965-8611 福島県会津若松

市鶴賀町１番１−号 

南 嘉輝 伊藤 雅之 

140 済生会宇都宮病院 〒321-0974 栃木県宇都宮市

竹林町９１１−１ 

小林 健二 岩部 昌平 

141 兵庫県立加古川医

療センター 

〒675-0003 兵庫県加古川市

神野町神野２０３ 

原田 俊彦 西原 寛玄 

142 九州労災病院  〒800-0296 北九州市小倉南

区曽根北町１番１号／

TEL093-471-1121 

岩本 幸英 大森 康宏 

143 東京医科歯科大学

医学附属病院 

〒113-8519 東京都文京区湯

島１−５−４５ 

大川 淳 王 耀東 

144 済生会福岡総合病

院 

〒810-0001 福岡県福岡市中

央区天神１丁目３−４６ 

松浦 弘 松垣 亨 

145 米盛病院 〒890-0062 鹿児島県鹿児島

市与次郎１丁目７−１ 

米盛 公治 上野 宣功 

146 獨協医大医学附属

病院 

〒321-0293 栃木県下都賀郡

壬生町大字北小林 880 

平田 幸一 関本 巌 

147 愛媛県立新居浜病

院 

〒792-0042 愛媛県新居浜市

本郷３丁目１−１ 

北條 禎久 平岡 千寛 

148 京都第一赤十字病

院 

〒605-0981 京都府京都市東

山区本町１５−７４９ 

池田 栄人 植田 秀貴 

 

 


