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 2018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：2019年 2月 7日(木)15時～15時 45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  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  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 

 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  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士) 

 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） 

 外部委員  中日新聞編集委員     安藤 明夫(一般） 

  欠席者：  

 委員  看護部長     内山 忍 

 委員  膠原病内科医長      峯村 信嘉 

 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) 
 

 

  

 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。 
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I. 研究の審査 

1. 新規研究の審査（ 1件 ） 

 

1）  整理番号：2018-76 

都市部に居住する独居超高齢者が健康に生活を継続できる要因の検討 

附属名古屋看護助産学校 教員  白砂 恭子 

 

■審議内容 

 研究責任者の白砂恭子氏より、申請課題について説明が行われた。 

超高齢者人口が急増する中、相互扶助が希薄化している都市型地域の高齢者は、病気や介護が必要に

なることへの不安を抱きながらも、自身で工夫をして独居生活を継続していると推測される。独居超

高齢者の健康に関する先行研究は、災害時要支援者への支援を学習するために大学で実施された健康

危機管理演習報告、および、長崎市高齢被爆者における生活環境と死因の関連に関する研究のみであ

り、都市部に居住する独居超高齢者が健康に生活を継続できる要件は明らかになっていない。本研究

は都市部で健康に独居生活を継続している85歳以上の８例に半構造化個別面接法を行う質的記述的研

究であり、都市部に居住する独居超高齢者が健康に生活を継続できる要件を調査検討する。質的研究

における分析の真実性と解釈の論理性、解釈の妥当性を保証するため、データから個人が特定される

言葉を除いた上で、名古屋大学准教授、渕田英津子氏によるスーパーバイズをうける予定である。ま

た、患者さんの質問への対応のため、5名の医師から協力者として面接許可を得ている。 

 委員からは個人情報管理の観点から、対象者の選定、特にカルテ参照の実施時期について質問があ

った。これに対し、外来師長の協力を得て、年齢、独居についての対象者選定から開始し、医師によ

る許可と候補者への案内を得た上で外来予約日に研究者が該当候補者に説明し同意を得る。カルテを

参照するのは同意取得後であり「電子カルテからの事前情報用紙（研究者用）：1次登録時」を使って

登録すると回答した。また、別の委員からは年令 (85歳以上)は診療情報であるが、独居という情報を

もとに選定されることは候補者に不快感をもたらすのではないかとの意見、電子ファイルを保管する

際の注意点(暗号化できるUSBフラッシュメモリーの使用)、対象者の想定される要介護度の範囲などが

提示された。情報の保管期間が研究終了後1年である点については、当院敷地内の名古屋看護助産学校

の金庫の中で保管するが、閉校が1年後に決まっているため1年としており、事務局からは介入試験で

なく計画書に明記しており問題なしとの説明があった。なお、超高齢者の定義については、老年医学

会で提言されている状況であり、WHOでも確定したものがなく、85歳以上というのは当研究における定

義である。委員からは、人生100年時代の中で超高齢者と言われると何か寂しい印象があり、長寿高齢

者という呼称が提案された。 

 

■審議結果 

 条件付きで承認する。 

【承認条件／指摘事項】 

●実施計画書について、 

・担当医、師長が研究責任者へ研究対象者を紹介する手順を明確にすること。 

・担当医、師長が研究対象者より紹介の同意を得ること。 

・12.個人情報等の取扱い：取得した情報は暗号化されるUSBで保管・管理することについて明記する

こと。 

・電子カルテからの事前情報用紙（研究者用）：要介護４・５は削除すること。 

・作成日は修正日とし、版数は2版にすること。 

●書式2 

・担当医、師長を研究分担者へ追加すること。 

・また、追加する研究分担者の利益相反自己申告書（書式2）昨年度本年度分の原本を提出すること。 

●説明同意文書 
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・研究計画書に合わせて、修正すること。 

・「超高齢者」を公的な表現に修正すること。 

・作成日は修正日とし、版数は2版にすること。 

●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。 

 

 

 

II. 研究の継続審査 （ ７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（ ７件 ） 

 

1)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

2)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

 

3)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

4)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

5)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 
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報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

6)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

7)  整理番号：2015-049  

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法

の非ランダム化検証的試験 JCOG1305  

臨床研究センター 血液・腫瘍研究部長 永井 宏和 

報告日：西暦 2019年 1月 21日（研究倫理）書式 10 

■審議結果 

 承認する。 
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III. 臨床研究の倫理指針不適合等に関する審査（ ２件 ） 

1）  整理番号：2015-070 

全身麻酔下、気管ステント留置術における自発呼吸と筋弛緩薬を使用した調節呼吸のランダム化

非盲検比較試験  

報告日：西暦 2019年 1月 30日（研究倫理）書式 11 

麻酔科 部長 富田 彰  

2）  整理番号：2018-036 

大腿骨転子部骨折手術における ADAPTシステムの非盲検無対照試験 

報告日：2019年 1月 29日 （研究倫理）書式 11 

整形外科・リウマチ科 医師  森 公一 

■審議内容 

 1件目は、前回の研究倫理審査委員会において審議され、その際報告書が未提出であったため、今回

報告書が提出されたのであり、審議は不要の旨の報告が事務局からあった。 

 2件目は、研究責任者の森医師が手術中で出席できないことから事務局が経過を説明した。当研究は、

当院のCRCが文書管理をサポートしており、今回同意手続きについて2例が不適切であったことを指摘

した。 

症例1は、同意書の本人署名欄に子息が署名しており、同意取得時の本人が同意した旨のカルテ記載

もなく、本人の同意が不明という状況である。 

症例2は、手術前に研究の説明と本人の口頭による同意確認を行い、同意書に署名していただくよう

に本人に同意書を渡したが、同意取得のカルテ記載と同意書の回収を失念した。その後本人に確認し

たところ同意書を紛失していたため、再度同意書を渡し、手術日から14日後の退院時に同意書にその

日付けで署名したという事例である。 

研究責任者は、同意の手続に関して、分担医師にプロトコルが周知されず、あるいは、人を対象と

する医学系研究に関する指針を理解していなかった可能性があると推測し、今後、プロトコルを周知

していく対策を挙げている。データの取扱いとしては、1例目は、本人同意を再度確認、2例目につい

ては、手術施行時に本人同意であったかを再度確認して、同意が確認できればデータとして研究に組

み入れたいとしている。 

  

■審議結果 

2)の課題について  

【指摘事項】 

・2症例とも、倫理指針に従い、患者の自由な意思で同意されたことを確認すること。 

・患者の自由な意思で同意されたことを確認できない場合は、解析対象から削除すること。 

・研究責任者は、研究分担者に対して同意の手順等の倫理指針について再教育すること。 

・確認した内容について、再度事務局に報告すること。 
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IV. 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（ ７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 ・・・・・・・・・・・・・・  1件（1） 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  6件（2～7） 

 

1）  整理番号：2018-090 

同種臍帯血移植における methotrexate(MTX)および mycophenolate mofetil(MMF)の投与量に関す

る後方視的研究   

細胞療法科  医長  飯田 浩充   

2）  整理番号：2014-831   

「抗 EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のある KRAS 遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に

対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究

^JACCRO CC-09AR   

外科  病棟部長  片岡 政人 

3）  整理番号：2015-052  

マンモグラフィにおける新しい画像処理技術の乳がん画像診断への適用(II)  

放射線科 医師 遠藤 登喜子  

4）  整理番号：2017-009  

既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマブの単群検証的試験 呼吸器科・臨

床腫瘍科 部長 坂 英雄  

5）  整理番号：2017-034   

脳転移(放射線未治療)のある T790M 陽性非小細胞肺癌に対するオシメルチニブの第 II 相試験 

OCEAN WJOG9116L   

呼吸器科・臨床腫瘍科  部長  坂 英雄 

6）  整理番号：2018-026  

日本における気管支サーモプラスティの有用性と安全性に関する多施設共同研究 呼吸器科・臨

床腫瘍科 がん総合診療部長 坂 英雄  

7）  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  

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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血液内科 医長 飯田 浩充  

 

 

2. 終了報告（ 2件 ） 

1）  整理番号：2017-069  

AR 技術を用いた人工股関節手術 簡易型ナビゲーションシステムのパイロット試験 

NMC-AR-THA  

整形外科・リウマチ科 医師 来田 大平  

 西暦 2018年 12月 26日（研究倫理）書式 12 

2）  整理番号：2017-086  

AR 技術を用いた人工膝関節手術 簡易型ナビゲーションシステムのパイロット試験 

NMC-AR-TKA  

整形外科・リウマチ科 医師 来田 大平   

西暦 2018年 12月 26日（研究倫理）書式 12  

 

            

3. 中止報告（ １件 ）  

1）  整理番号：2014-846  

サルコイドーシス組織診断における超音波気管支鏡下経気管支針吸引生検 (EBUS-TBNA) と超音

波内視鏡下経食道針吸引生検 (EUS-FNA) の無作為化比較試験  

呼吸器内科 医長 沖 昌英 

中止報告日: 西暦 2019年 1月 30日 （研究倫理）書式 12 

 

 

V. その他 

1. 他の研究機関への既存試料・情報の提供に関する届出書 

1） 整理番号：2018-504 

一般社団法人 National Clinical Databaseにおける手術・治療情報データベース事業 

病理診断科 医長 西村 理恵子 

提 供 先 の 機 関：一般社団法人 National Clinical Database（NCD） 

 試 料 ・ 情 報 の 区 分：匿名化されているもの（どの研究対象者の試料・情報であるかが 

直ちに判別できないよう、加工又は管理されたものに限る。） 

 

■審議内容 

 次回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。 

 

 

―― 了 ―― 

 


