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【外部機関からの情報提供】 

日本循環器学会との共同研究機関として国立循環器病研究センターOIC 情報利用促進部は、日本

循環器学会の教育研修施設の調査協力施設の中からレセプトの提供に同意した施設より上記の情

報の提供を受けます。 

 

【学術研究目的による外部機関への情報提供】 

本研究で得られた試料・情報については、日本循環器学会員が広く循環器診療の質の向上につ

ながる学術目的の研究施行のために使用することができます。その中には学会員との共同研究と

しての民間による学術目的研究も含まれます。学術目的の研究を実施する場合には、研究者は日

本循環器学会の IT/DB 部会に申請し承認を得る必要があり、そのうえで試料・情報は研究者（研

究実施機関）へ提供されます。 

・提供される情報項目：DPC・レセプト情報の性別・入院時年齢、入院時診断名・入院時併存

症病名、入院後合併症病名とそれらの ICD-10 コード，手術処置名、実施日、入院中に使用され

た薬剤・医療材料，在院日数，退院時転帰，費用です。 

 

[問合せ先]  

JROAD 事務局：国立循環器病研究センター OIC 情報利用促進部 

〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町 6-1  

電話 06-6170-1070 

dpc-jroad@ml.ncvc.go.jp 

 

 

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：  

施設研究代表者：都城市郡医師会病院 循環器内科部長 岩切 弘直 

 〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町 1364 番地 1  TEL（0986）36-8300 


