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平成 30年度 名古屋医療センター研究倫理審査委員会の議事概要 
 

 

＜委員会開催について＞ 

 

    日 時：平成30年9月6日(木)午後3時00分～午後5時10分 

  場 所：外来管理診療棟4階 第2会議室 

 

  出席者：  

 委員長  病棟部長      片岡 政人 

 副委員長 薬剤部長               中井 正彦 

 委員  看護部長     内山 忍 

 委員  医療情報管理部長      佐藤 智太郎 

 委員  臨床研究センター高度診断研究部長    眞田 昌 

 委員  臨床研究センター感染･免疫研究部長   岩谷 靖雅 

 委員  膠原病内科医長      峯村 信嘉 

 委員  神経内科医長      小林 麗 

 委員  臨床研究センター予防･治療研究室長 服部 浩佳 

 外部委員  中部大学応用生物化学科教授    堤内 要(応用生物化学) 

 外部委員  NPO法人愛知カウンセリング協会理事長   吉野 要(心理学･倫理学) 

 外部委員  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士) 

 外部委員  中日新聞編集委員     安藤 明夫(一般） 

  欠席者：  

 委員  臨床研究センター臨床疫学研究室長 齋藤 明子 

 外部委員  いのちをバトンタッチする会代表    鈴木 中人（一般） 

 

 

 委員会開催に先立ち、委員長より本日審議課題について出席委員の利益相反の確認を行い、特に問

題が無いことが確認された。また、今回審議された臨床研究は全て臨床研究利益相反委員会で審議さ

れ、問題がないことが確認されている。 

なお、委員が関係する審査では、委員は審議・採決には参加しなかった。 
 

 

 

I. 研究の審査 

1. 新規研究の審査（ ４件 ） 

 

1）  整理番号：2018-044  

白質脳症の診断、臨床病理学的検討および原因遺伝子の検索  

神経内科 部長 奥田 聡  

 

■審議内容 

研究分担者の曽根氏より、当研究が2本の先行研究に続くものであり、白質脳症に含まれる疾患群の

病態と原因遺伝子の探索を目的とし、白質脳症から分離した神経核内封入体病を厚生労働省の指定難

病にすることが最終的な研究の目標との説明があった。委員からは、海外報告例数、目標症例数、正

常対照群の要件、皮膚生検の侵襲性、エオジン好性核内封入体病(神経核内封入体病)、観察研究とす

る根拠等について質問があった。研究関係者退席、介入の有無などについて議論が続き、計画書実施
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計画書の改訂、あるいは補遺、回答書の作成が必要、その他の指摘があった。 

 

■審議結果 

 保留とする。 

【指摘事項】 

●実施計画書について、 
計画書より読み取れる情報が十分でなく、観察研究の範囲を超える可能性も懸念されることから、
計画書の以下の事項を充足し、計画書を改訂、あるいは計画書補遺又は回答書を作成して提出する
こと。 
 
＜研究の目的・意義・背景＞ 
・この研究において皮膚生検組織を必要とする根拠（背景）を明記すること。 
1.選択基準 
・正常対照群について対象者の適格基準を明確に記載すること。審査委員会において、正常対照群
は「白質脳症群の同一家系で白質脳症を含む神経変性疾患を発症していない方」と説明されたが、
その理由についても計画書に記載すること。 
・正常対照群として患者家族からの同意を得るにあたって、強要の恐れについてどのような倫理的
配慮をされるのか。 
・白質脳症群は二次利用を含まないということから、その同一家系の正常対照群も二次利用を含ま
ないと推測されるが、申請書（10.実施予定例数）には正常対照群に「二次利用を含む」とされて
いる点についてご説明いただきたい。 
・神経変性疾患群についても、適格基準を明確に記載すること。ほぼ二次利用に限定されると説明
されたが、計画書、申請書の記載に不明な点が散見され、症例がどのように既に集積されているの
か、今後集積されていくのかをご説明いただきたい。 
 
4.採取する試料等 
・皮膚生検は「侵襲性なし」と申請されているが、侵襲性は高いというのが審査委員会の見解であ
る。侵襲性について再考すること。 
・診療情報等の保管場所が２か所（鈴鹿病院、愛知医科大学）記載されている。他方、対照表の当
院外保管、同意書の住所記載を求める計画となっている。患者情報(氏名、年齢、家系)を当院外で
一元管理し、研究を進める必要性、および適切にかつ長期に管理できる体制となっていることにつ
いての説明を記載すること。 
 
＜研究方法＞ 
・「年に１回評価する」と記載されている。参加者に遺伝子検査の結果が提供されるのは、どうい
った時点、あるいは検査からどの程度の期間後と考えられるのか。 
・正常対照である同一家系内の解析及び神経変性疾患群との比較等についても研究方法がわかるよ
うに記載すること。なお、診断されていない方が皮膚生検の結果でポジティブな所見が得られるこ
とがある場合には、その対応について検討の上記載すること。 
 
●説明文書について 
以下の事項について修正すると共に、上記計画書修正等に合わせて該当箇所も適切に修正するこ
と。 
１．研究の趣旨 
・白質脳症を呈する疾患の中で、すでに原因遺伝子が明らかになって鑑別が行われている疾患、指
定難病となっているものがわかるように記載すること。 
・正常対照群の方の記載を適切に修正すること。 
 
２．研究計画の説明 
・（3）研究方法： 「対照表」が鈴鹿病院内で保管される、すなわち当院外の施設で保管される
理由・必要性を詳しく記載すること。 
 
（患者用の説明文書のみ） 
・（5）遺伝子解析の結果を伝えることについて： 特に、エオジン好性核内封入体病について記
載されている。この疾患だけが取り上げられている理由がわかるよう記載整備すること。 
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（対照群用の説明文書のみ） 
・正常対照者も対象であるため、「患者さん」の記載は削除もしくは他に修正すること。 
 
●同意書について 
・２行目： 「以下の項目について十分理解しました」を「以下の項目について理解しました」
に修正すること。 
・平成を西暦表示に、「自著」を「自署」に修正すること。 
・（患者用のみ）遺伝子検査の結果の開示についての意思表示のチェックボックスを追記するこ
と。 
 
●同意撤回書について 
・「自著」を「自署」に修正すること。 
 
●実施計画書、説明同意文書等の修正に合わせて他の申請資料も適切に修正の上、再度委員会で
の審査を受けること。 
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2）  整理番号：2018-037  

非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用性に関する検討（W-JHS JHS AA 01） 

血液内科 医長 飯田 浩充 

 

■審議内容 

研究責任者の飯田氏より、本研究の主目的はバイオマーカーの探索、マーカーと有効性の関連およ

び遺伝子変異を見ることにあるが、軽症の再生不良性貧血へのシクロスポリンの適応拡大の際のデー

タを補う意味で軽症患者での効果も確認するとの説明があった。また、承認用量より低い用量での開

始に対する質問に対し、経験則に元づく設定であると回答した。 

同意説明文書については、健康被害に対する補償の記載に計画書との齟齬がみられるため記載整備、

非重症再生不良性貧血におけるシクロスポリン療法の適切な位置づけ記載、前向き・後ろ向きのわか

りやすい記載が必要などの指摘があった。 

  

■審議結果 

 条件付きで承認する。 

【承認条件】 

 

  

●説明同意文書について、 

3.目的： 

項目内文書全体において、「前向き」「後ろ向き」の表現を患者さんに分かりやすいように適切な表現に修

正すること。 

 

2行目「非常に有用な治療です」を「非常に有用な治療とされています」等のように、断定的でない表現

に修正すること。 

 

11.健康被害が発生した場合の治療と補償について： 

3段落目 

研究計画書14.10を参照し、補償制度が適用される条件について、2段落目の保険診療で自己負担が発生す

る場合と区別できるよう明確に記載すること。 

 

●同意書について修正後の説明同意文書に合わせて作成日・版数を記載すること。 

●事務局で修正の確認を受けること。 

●適切に修正されていることが確認された後に研究を開始すること。 
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3）  整理番号：2018-046  

人工股関節置換術および人工膝関節置換術における術後創部の評価に関する前向き観察研究  

整形外科 医師 森 公一 

 

■審議内容 

研究責任者の森氏より、本研究は人工関節手術を年間300例行う中で、傷口の被覆剤についての患者

のさまざまな言及、苦情があり、それがきっかけとなった術後の創部の前向き観察研究であるとの説

明があった。術後の被覆剤の選択、交換頻度の調査が一番のポイントとのことであり、委員からは

創部に使用する資材の種類、調査時期について質問があった。また、患者アンケートに使用する

POSASについては、実際に使用する日本語版を審査会後に提出するとの申し出があり、事務局から各委

員に対しメールで確認依頼して委員から回答を得るとの手順が決められた。 

 

■審議結果 

 条件付きで承認する。 

【承認条件／指摘事項】 

●説明同意文書について、 

文書全体を通じて、「聞き取り調査」を削除し、アンケートを実施する旨を追加すること。 

●同意書について修正後の説明同意文書に合わせて作成日・版数を記載すること。（Ver.1.0→Ver.1.1等） 

●追加書類、日本語版アンケート（POSAS）を事務局に提出し、委員会の確認を得ること。 

 また日本語版アンケートが「POSAS」の名称から変更される時は研究計画書も修正すること。 

●事務局で修正の確認を受けること。 

●適切に修正されていることが確認された後に研究を開始すること。 

 

 

4）  整理番号：2018-043  

HIV-1ウイルスの核酸定量検査の比較検討に関する受託研究  

臨床研究センター 感染・免疫研究部長 岩谷 靖雅 

 

■審議内容 

研究責任者の岩谷氏より、本研究はHIV検査用の血中ウイルスのRNA定量検査キットの製造販売承認

申請のための、残余検体を用いた非介入、侵襲なしの研究であり、患者への説明、同意取得、同意撤

回は研究分担者の医師が行うとの説明があった。 

臨床研究審査委員会案件ではないかとの質問に対し、事務局が本研究は倫理指針の中で実施される

性能試験であると回答した。 

 

■審議結果 

 承認する。  
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II. 研究の継続審査 （ １件 ） 

 委員が関係する審査では、委員は審議・採決には参加しなかった。 

 

1. 新たな安全性に関する情報の入手による審査（ １件 ） 

1) 整理番号：2017-006 

乳児アトピー性皮膚炎への早期介入による食物アレルギー発症予防研究/多施設共同評価者盲検

ランダム化介入並行群間比較試験 

報告日：西暦 2018年 9月 5日 （研究倫理）書式 10 

小児科/アレルギー科 医長 二村昌樹 

 

 

■審議結果 

 承認する。 
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III. 研究の報告・審議事項 

事務局から、以下について報告があり、特に問題は無く了承された。 

 

1. 迅速審査報告（ １８件 ）   

委員長 片岡政人または、副委員長 中井正彦が迅速審査により審査した。 

 

 

 

 

 

新規申請 ・・・・・・・・・・・・・・   5件（1～4,17） 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  １3件（6～16、18） 

 

1）  整理番号：2018-041  

院内がん登録・DPCデータと病理・放射線診断情報のデータの一元化と活用に関する研究  

医療情報管理部 部長 佐藤 智太郎  

2）  整理番号：2018-045  

「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立に関する研究」看護学

生及び病院職員を対象としたウイルス肝炎全般、特にウイルス肝炎の感染性についての理解度に関

する調査研究  

消化器科 医長 島田 昌明  

3）  整理番号：2018-047  

当院におけるヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に対するボノプラザンを用いた除菌治療成績と栄養状態

の検討  

消化器科 医長 島田 昌明 

4）  整理番号：2018-051  

嚢胞性乳癌の診断における FNA検体 cell block法の有用性の評価・研究  

放射線科 医長 大岩 幹直  

5）  整理番号：2009-275  

成人core binding factor 急性骨髄性白血病に対するシタラビン大量療法のKIT遺伝子型別反応性を

評価する臨床第Ⅳ相試験 JALSG CBF-AML209-KIT Study (CBF-AML209-KIT)  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

6）  整理番号：2012-523  

初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛解達

成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験（JALSG CML212 Study）  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

7）  整理番号：2012-578  

新規申請：侵襲を伴わない研究または軽微な侵襲を伴う研究であって、 

介入を行わないものに関する審査 

変更申請：研究計画の軽微な変更、契約の変更 
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高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験ー検体集

積事業に基づく遺伝子解析研究を含む－JALSG MDS212 studyおよび厚生労働科学研究費補助金

による検体集積事業との合同研究-JALSG MDS212 Study(MDS212) 

血液内科 医長 宮田 泰彦  

8）  整理番号：2013-658  

『成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験』（JALSG Burkitt-ALL213）  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

9）  整理番号：2013-659  

『成人未熟 T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験』   

JALSG T-ALL213-O  

血液内科 医長 宮田 泰彦 

10）  整理番号：2013-672  

StageⅢ治癒切除胃癌症例における TS-1 術後補助化学療法の予後予測因子および副作用発現の

危険因子についての探索的研究（JACCRO GC-07 AR） 

外科 部長 片岡 政人  

11）  整理番号：2013-733  

JCOG バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク  

外科 医師 林 孝子 

12）  整理番号：2014-810  

再発および難治の成人急性リンパ芽球性白血病に対するクロファラビン、エトポシド、シクロホスファミ

ド併用化学療法（CLEC療法）の 第 I/II相試験（JALSG RR-ALL214）  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

13）  整理番号：2015-071  

RAS 野生型進行大腸癌患者における FOLFOXIRI＋セツキシマブと FOLFOXIRI＋ベバシズマブの

最大腫瘍縮小率（DpR）を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験  

外科 部長 片岡 政人  

14）  整理番号：2016-043  

気管支鏡下に超音波プローブを誘導できない末梢肺野病変への極細径気管支鏡検査の追加効果 

呼吸器科 医長 沖 昌英  

15）  整理番号：2016-078  

初発時よりニロチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年間以上維持した慢性期の成人慢性骨

髄性白血病症例に対する薬剤中止試験（N-STOP216） 

血液内科 医長 宮田 泰彦  

16）  整理番号：2017-020  
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急性肺血栓塞栓症患者における慢性肺血栓塞栓症及び慢性血栓塞栓性肺高血圧症発症に関する

前向き観察研究  

循環器科 統括診療部長 富田 保志  

17）  整理番号：2018-009  

小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究 JPLSG-AML-R15  

臨床研究センター 臨床研究センター長 堀部 敬三  

18）  整理番号：2018-020  

IHC法を原理としたリンパ腫診断用ALK体外診断用医薬品の開発  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和  

 

 

2. 終了報告（ ４件 ） 

1）  整理番号：2008-198  

中等度の大きさの網膜芽細胞腫に対する経瞳孔温熱療法の効果  

眼科 医長 久保田 敏信  

報告日 2018年 8月 22日 （研究倫理）書式 12 

2）  整理番号：2012-506  

成人急性リンパ性白血病における微小残存病変と治療反応性に関する検討  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

報告日 2018年 6月 29日 （研究倫理）書式 12 

3）  整理番号：2012-539  

再発成人急性リンパ性白血病における微小残存病変と治療反応性に関する検討  

血液内科 医長 宮田 泰彦  

報告日 2018年 6月 29日 （研究倫理）書式 12 

4) 整理番号：2018-029  

名古屋医療センター精神科における DIEPSS評価と抗精神病薬服用量との関連  

薬剤部 薬剤師 藤巻 伊織  

報告日 2018年 8月 29日 （研究倫理）書式 12 

 

IV. その他 

■審議内容 

 研究倫理審査委員会規程（平成 30年 7月 1日 一部改訂）について報告があり了承された。 

 次回以降の委員会日程について確認を行い、研究倫理審査委員会を終了した。 

               

以 上 


