
 
 

新型コロナウイルスの制圧に向けた解析 
 

「感染症を合併した患者における微生物の解析」 
（研究代表者 堤 武也 准教授）にご協力いただいた方へ 

 

  東京大学医科学研究所ウイルス感染部門 特任教授 

河岡 義裕 

 

東京大学医科学研究所附属病院では、皆様にご協力をいただき、20019 年より、「感染
症を合併した患者における微生物の解析」（承認番号: 30-93-B20190402）の研究を行
ってまいりました。 
このたび、「新型コロナウイルスの制圧にむけた解析」として、新型コロナウイルスの
病原性の解析や、予防・治療薬の開発研究を実施することになりました。 
この研究において「感染症を合併した患者における微生物の解析」の研究で提供してい
ただいた試料と情報を、使わせていただきたく存じます。 
ご自身の試料・情報が本研究に利用されることを望まない場合には、下記の問い合わせ
窓口までご連絡ください。 
 
 
【対象者】 

2020 年 2 月に、東京大学医科学研究所附属病院で「感染症を合併した患者におけ
る微生物の解析」（承認番号: 30-93-B20190402）の研究に参加し、呼吸器検体、
尿、便、血液の採取・提供、および、情報提供をされた方。 

 
【お願いしたいこと】 
  ご提供いただいた検体及び情報を匿名化した上で、当研究所、及び、共同研究機関
である米国ウィスコンシン大学、米国シカゴ大学、慶應義塾大学、米国マウントサイナ
イ医科大学、米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所、米国食品医薬品局、医薬
基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、国立感染症研究所、熊本大学、米国ブロード
研究所、JSR 株式会社、京都大学、米国デューク大学、千葉大学、東京大学大学院新領
域創成科学研究科において、本研究に使わせていただくこと。 
 
【研究組織】 

研究代表者 
東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門                                 

特任教授 河岡 義裕  
 
【研究期間】2020 年 2月～2025 年 1 月 
 
【本研究に関する問い合わせ先】 
  本研究に関する御質問等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせくださ
い。他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で研究計
画書及び研究の方法に関する資料を閲覧できます。 

 
 ○研究内容に関する問い合わせの窓口 
   〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
   東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門 担当 岩附 研子 
   電話:03-6409-2207  FAX: 03-6409-2209   
   Ｅ-mail:kenken@ims.u-tokyo.ac.jp 

 



 

 

新型コロナウイルスの制圧に向けた解析 
 

新型コロナウイルスの病原体検査のために、 
検体を採取されたた方へ 

 

  東京大学医科学研究所ウイルス感染部門 特任教授 

河岡 義裕 

 

東京大学医科学研究所ウイルス感染部門において、「新型コロナウイルスの制圧
にむけた解析」として、新型コロナウイルスの病原性の解析や、予防・治療薬の開発
研究を実施しております。 

この研究において、新型コロナウイルスの検査のために採取された検体の残余を
使わせていただきたく存じます。 

ご自身の試料・情報が本研究に利用されることを望まない場合には、下記の問い
合わせ窓口までご連絡ください。 

 
 
【対象者】 

2020 年 2 月以降、新型コロナウイルス感染または感染疑いのため、呼吸器検体、
血液、便の採取・提供、および、情報提供をされた方。 

 
【お願いしたいこと】 
  ご提供いただいた検体及び情報を匿名化した上で、当研究所、及び、共同研究機
関である米国ウィスコンシン大学、米国シカゴ大学、慶應義塾大学、米国マウントサ
イナイ医科大学、米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所、米国食品医薬品
局、医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、国立感染症研究所、熊本大学、米
国ブロード研究所、JSR 株式会社、京都大学、米国デューク大学、千葉大学、東京大
学大学院新領域創成科学研究科において、本研究に使わせていただくこと。 
 

【研究組織】 
研究代表者 
東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門                                 

特任教授 河岡 義裕  
 
【研究期間】2020 年 2月～2025 年 1 月 
 
【本研究に関する問い合わせ先】 
  本研究に関する御質問等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせくださ
い。他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で研究計
画書及び研究の方法に関する資料を閲覧できます。 

 
 ○研究内容に関する問い合わせの窓口 
   〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
   東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門 担当 岩附 研子 
   電話:03-6409-2207  FAX: 03-6409-2209  
   Ｅ-mail:kenken@ims.u-tokyo.ac.jp 
 

 



 
新型コロナウイルスの制圧に向けた解析 

 
東京大学医科学研究所ウイルス感染部門にて実施している 

インフルエンザ研究にご協力いただいた方へ 
 

  東京大学医科学研究所ウイルス感染部門 特任教授 

河岡 義裕 

 

東京大学医科学研究所ウイルス感染部門では、皆様にご協力をいただき下記研究を行ってきました。 
 
「インフルエンザワクチンの有効性解析（承認番号：29-72-A0322, 25-58-1205）」 
「インフルエンザ罹患者における免疫応答の解析（承認番号：29-71-A0320）」 
「インフルエンザに対する感受性に関わる因子の解析（承認番号 2019-26-1018, 26-65-1119）」 
「ヒト血液を用いた抗インフルエンザモノクローナル抗体の作製（承認番号：25-74-0220）」 
「新型インフルエンザに対する免疫学的調査研究（承認番号：21-38-1117）」 
 
現在、私たちは「新型コロナウイルスの制圧にむけた解析」研究を行っており、新型コロナウイルス

の病原性の解析や、予防・治療薬の開発研究を実施しています。この研究において、新型コロナウイル
スに対する自然免疫を解析するため、新型コロナ流行前に上記のインフルエンザ研究で提供していただ
いた試料と情報を、使わせていただきたく存じます。 

ご自身の試料・情報が本研究に利用されることを望まない場合には、下記の問い合わせ窓口までご連
絡ください。 

 
【対象者】 

2009 年 11月以降に東京大学医科学研究所ウイルス感染分野、2021年 4 月以降はウイルス感染部門で
実施しているインフルエンザ研究に参加し、血液の採取・提供、および、情報提供をされた方。 

 
【お願いしたいこと】 

ご提供いただいた検体及び情報を匿名化した上で、当研究所、及び、共同研究機関である米国ウィス
コンシン大学、米国シカゴ大学、慶應義塾大学、米国マウントサイナイ医科大学、米国パシフィック・
ノースウェスト国立研究所、米国食品医薬品局、医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、国立感
染症研究所、熊本大学、米国ブロード研究所、JSR 株式会社、京都大学、米国デューク大学、千葉大
学、東京大学大学院新領域創成科学研究科において、本研究に使わせていただくこと。 

 
【研究組織】 

研究代表者 
東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門                                 
特任教授 河岡 義裕  
 

【研究期間】2020 年 2月～2025 年 1 月 
 

【本研究に関する問い合わせ先】 
本研究に関する御質問等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。他の研究対象

者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関する資料を
閲覧できます。 

 
 ○研究内容に関する問い合わせの窓口 
   〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
   東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門 担当 岩附 研子 
   電話:03-6409-2207  FAX: 03-6409-2209 
   E-mail:kenken@ims.u-tokyo.ac.jp 

 



 
 

人を対象とする医学系研究に関する情報公開 
 
 東京大学医科学研究所ウイルス感染部門では、順天堂大学医学部附属順天堂医院と共
同し、当研究所の倫理審査委員会の承認及び所長の許可を得たうえで、下記の人を対象
とする医学系研究を実施しています。ご自身の試料・情報が本研究に利用されることを
望まない場合には、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。 

 

  東京大学医科学研究所ウイルス感染部門 特任教授 

河岡義裕 

 
【研究課題名】新型コロナウイルスの制圧にむけた解析 
 
【研究期間】 
2020 年 2 月～2025 年 1月 
 

【研究の意義】 
 新型コロナウイルスの病原性や伝播性などの性状を明らかにすること、本ウイルスの
流行状況を調べること、また本ウイルスに有効な予防・治療薬を開発することを目的と
して、研究を実施しております。 
 
【研究の方法】 
1. 研究対象者 

2011 年から 2019 年春にかけて順天堂大学医学部附属順天堂医院または順伸クリ
ニック胆汁酸研究所で胆汁うっ滞性疾患の精査および治療を受けた患者さんで、尿
を採取・保管することに同意し研究に参加された方。 

2. 試料・情報の種類 
胆汁酸分析のために採取させて頂いた尿を使用します。また、患者さんの年齢や

性別についての情報も用います。 
3. 試料・情報の利用方法 

新型コロナウイルスが発生する前の尿を必要としています。尿中に含まれる新型
コロナウイルスに対する抗体について調べるため、新型コロナウイルスに感染した
方の尿との比較対象として用います。 

 
【研究組織】 
1. 研究代表者 

東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門  特任教授 河岡義裕  
 
2. 共同研究機関研究責任者 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 准教授 鈴木光幸 
 
【他の機関等から試料等の提供について】 
順天堂大学医学部附属順天堂医院で保存されている検体を下記の要項で分与していた

だきます。 
 

1. 提供元 
順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 

2. 提供元研究責任者 
准教授 鈴木光幸 

3. 分与いただく試料・情報項目 
対象者から採取した尿および対象者の症例情報（ただし、個人情報は匿名化

されます）。 
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4. 提供方法 
尿は研究者自身により運搬します。対象者の症例情報はパスワードで管理さ

れた電子媒体で提供されます。 
 
【本研究に関する問い合わせ先】 
  本研究に関する御質問等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせくださ
い。他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で研究計
画書及び研究の方法に関する資料を閲覧できます。 

 
 
 ○研究内容に関する問い合わせの窓口 
   〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
   東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門 担当 岩附研子 
   電話:03-6409-2207  FAX: 03-6409-2209   
   Ｅ-mail:kenken@ims.u-tokyo.ac.jp 
 

 



 
 

人を対象とする医学系研究に関する情報公開 
 
 東京大学医科学研究所ウイルス感染部門では、東京大学大学院新領域創成科学研究科
生命システム観測分野と共同し、当研究所の倫理審査委員会の承認及び所長の許可を得
たうえで、下記の人を対象とする医学系研究を実施しています。ご自身の試料・情報が
本研究に利用されることを望まない場合には、下記の問い合わせ窓口までご連絡くださ
い。 

 

  東京大学医科学研究所ウイルス感染部門 特任教授 

河岡義裕 

 
【研究課題名】新型コロナウイルスの制圧にむけた解析 
 
【研究期間】 
2020 年 2 月～2025 年 1月 
 

【研究の意義】 
 新型コロナウイルスの病原性や伝播性などの性状を明らかにすること、本ウイルスの
流行状況を調べること、また本ウイルスに有効な予防・治療薬を開発することを目的と
して、研究を実施しております。 
 
【対象者】 
2020 年以降、千葉県柏市で「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査感度、陽性継続期
間および検査頻度の研究」（承認番号: 21-414）の研究に参加し、呼吸器検体の採取
・提供、および情報提供をされた方。 

 
【お願いしたいこと】 
ご提供いただいた検体及び情報を匿名化した上で、東京大学医科学研究所において、
本研究に使わせていただくこと。 

 
【研究組織】 
1. 研究代表者 

東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門  特任教授 河岡義裕  
 
2. 共同研究機関研究責任者 

東京大学大学院新領域創成科学研究科生命システム観測分野 教授 鈴木穣 
 
 
 
 ○研究内容に関する問い合わせの窓口 
   〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
   東京大学医科学研究所 ウイルス感染部門 担当 岩附研子 
   電話:03-6409-2207  FAX: 03-6409-2209   
   Ｅ-mail:kenken@ims.u-tokyo.ac.jp 
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