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2022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：2022年9月1日(木) 15時00～16時25分 

  場 所：臨床研究センター4階 カンファレンスルーム 

 

  出席者：  

 委員長  統括診療部長      片岡 政人 

 副委員長 薬剤部長               吉田 知由 

 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  遺伝診療科･医長   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 web参加 

 委員  教育研修部長    飯田 浩充 

 委員  外科医長    末永 雅也 

 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) web参加 

 外部委員  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士) web参加 

 外部委員  藤田医科大学医学部生命倫理学教授   飯島 祥彦(生命倫理学) web参加 

 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) web参加 

 外部委員  フリージャーナリスト     安藤 明夫(一般) web参加 

  欠席者：  

 委員  脳神経内科医長      小林 麗 

 

 

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（ 2件 ） 

1. 初回審査（ 2件 ） 

1）  整理番号：2022-024 

慢性腎疾患・心不全患者における高カリウム血症の長期管理に対する疾患負担と治療の負担を

評価するための前向きコホート研究 

腎臓内科  医長  中村 智信  

 

■審議内容 

 研究責任者の中村智信氏より申請課題について説明が行われた。 

実施計画については、除外基準、利益相反についての質疑が行われた。研究全体の内容についても確認

がなされた。 

説明同意文書については、実施体制の記載を充足させるよう指摘が出された。 
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■審議結果 

 継続審査 

【指摘事項】 

●以下の指摘事項について対応すること。 

 

●実施計画書について、 

以下について、研究代表機関の見解を確認し、回答を得ること。 

 

・研究実施計画書の概要 

背景及び根拠： 

PROの適用可能性を検討するために実施されたパイロット研究の背景、結果等について確認するこ

と。 

 

・3.4 除外基準： 

h)について、偽性高カリウム血症が疑われる患者には「血小板減少症の既往がある」ではなく「血

小板増多症の既往がある」が適切と思われるため、確認すること。 

 

 

●説明同意文書について、 

・1.はじめに： 

当院が本研究に参加する理由（アストラゼネカ株式会社が研究を立案した背景と、当院もその意義

に賛同したこと）について追記すること。 

 

・13.研究組織と研究資金源について： 

・15.プライバシーの保護について④： 

アストラゼネカ株式会社、認定NPO法人 健康医療評価研究機構、エイツーヘルスケア株式会社につ

いて、それぞれの本研究における役割について記載すること。 

 

 

●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・版数を更新すること。 

 

●申請書類、説明同意文書等を適切に修正し、再度委員会での審査を受けること。 

 

 

 

2）  整理番号：2022-025 

集中治療室に入室した急性呼吸窮迫症候群患者が受けている ICU ケアを調査する国際多施設前

向き観察研究 ～LIBERATION Study～ 

救急集中治療科  医師  森田 恭成  

 

■審議内容 

 研究責任者の森田恭成氏より申請課題について説明が行われた。 

実施計画については、研究で行う検査の内容について確認が行われた。また、実施体制の確認及び二次
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利用、二次解析の用語の整理に関して質疑が行われた。 

説明同意文書については、研究計画書に合わせて用語の整理をするよう指摘が出された。 

 

■審議結果 

 継続審査 

【指摘事項】 

●以下の指摘事項について対応すること。 

 
●実施計画書について 
以下について、次回改訂時に修正いただくよう当委員会の見解として研究代表機関に伝えること。 
① 評価シート中の骨密度測定、骨代謝マーカー測定について、次回研究計画書改訂時に、研究計画

書 4.2収集する情報の内容 へ追記を行うこと。 

② 4.2.6 オプション 血液検査、尿検査について、次回研究計画書改訂時に、検査項目等の追記を
行うこと。 

③ 7．検体、情報の保存と処分、14. 情報の二次利用  
二次解析、二次利用について、以下を参考に用語を整理すること。 

  「二次解析」：本研究で得られた情報を本研究の研究グループが、本研究の目的の範囲で探索的
な解析のために利用する。 

  「二次利用」：本研究で得られた情報が、本研究の研究グループ以外も含め、本研究の目的が異
なる、あるいは目的の範囲を超えた研究に利用される。 

 
14 章の記載は二次利用、二次解析が混在して用いられており、文意を読み取ることができかね

る。用語の定義を明確化して適切に修正すること。また、7章には、「（途中省略）…研究の中止、
または終了後 5年が経過した日までの間保管する。その後は個人情報に注意して廃棄する。」と記
載されており、その後の二次利用はできない形となっている。 
また、14章には「(途中省略)…二次利用における倫理審査委員会の要否については、二次利用の

研究において判断する」とあるが、「二次利用」における倫理審査委員会の要否は、用語の定義を
上記のように明確化するのであれば、新たに作成された計画書について倫理審査委員会による審
査が必要になる。 

 
●説明同意文書について 

<13.研究成果の帰属と二次解析> 

① 二次解析、二次利用について、前述した定義を参考に用語を整理すること。 
 本説明同意文書の「13.研究成果の帰属と二次解析」では、上記の二次解析についてのみ触
れられているものと思われる。一方で二次利用されるようにも見受けられ、混乱が生じるも
のとなっている。さらに、説明同意文書の「4-5. 検体・情報の保管及び廃棄」には、「また、
研究により得られた検体や情報は、この研究以外の他の目的に使用されることはありませ
ん。」とあり、二次利用はできない形である。利用範囲について研究代表機関に確認し、用語
の定義と合わせて適切に記載整備すること。 

② 二次解析、二次利用ために研究計画書の作成、改訂を行った場合の手続きついて以下内容を
盛り込むこと。 
・新たな目的のために研究計画書を作成した場合、または、探索的解析を行うために研究計

画書を改訂した場合、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、研究機関の長の
許可を得て実施されること。 
・新たに特定された利用目的等についての情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象者が

容易に知りえる状態に置き、研究が実施されることについて、研究対象者が同意を撤回できる
機会を保障すること。 

③ データを提供する研究機関の国名に「ドイツ」とあるが、研究組織にはドイツの研究機関の記
載がないため一旦削除し、研究実施機関が確定後研究計画の改訂を行い、説明文書に改めて記
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。 
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●申請書類、説明同意文書等を適切に修正し、再度委員会での審査を受けること。 

 

 

 

II. 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. 簡便な審査報告（ 1件 ） 

委員会の決定が「継続審査」の場合であり、その決定理由が臨床研究の実施に影響を及ぼさない

範囲であるため、委員長 片岡政人または、副委員長 吉田知由が簡便に審査した。 

 

1）  整理番号：2022-013 

人工呼吸器患者における ICU 内での身体活動量と退院時日常生活活動自立との関連性を明らか

にする多施設コホート研究 

救急集中治療科  医師  森田 恭成  

 

2. 迅速審査報告（ 8件 ）    

委員長 片岡政人または、副委員長 吉田知由が迅速審査により審査した。 

 

 

 

    

 

  新規申請 ・・・・・・・・・・・・・・  0件 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  8件（1～8） 

 

1）  整理番号：2015-064 

名古屋医療センター・バイオバンク事業（医学研究を目的とした腫瘍検体の保管） 

臨床研究センター  臨床研究センター長  永井 宏和  

2）  整理番号：2017-036 

名古屋医療センター・バイオバンク事業（医学研究を目的とした血液疾患検体の保管） 

臨床研究センター  臨床研究センター長  永井 宏和  

3）  整理番号：2018-082 

肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）の多施設共同前向き観察研究 

放射線治療科  医師  宮川 聡史  

4）  整理番号：2019-027 

抗 HER2抗体薬への治療効果を予測するマーカーとしての血中 cell free DNAを用いた HER2遺

伝子増幅解析の意義に関する研究 

外科  統括診療部長  片岡 政人  

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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5）  整理番号：2019-033 

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュルバルマブの長期

安全性及び有効性に関する観察研究（AYAME study） 

呼吸器内科  医長  沖 昌英  

6）  整理番号：2020-059 

新型コロナウイルス遺伝子の分子疫学的調査研究 

臨床研究センター 感染・免疫研究部  部長  岩谷 靖雅 

7）  整理番号：2021-024 

Li-Fraumeni 症候群に対するがんサーベイランスプログラムの実行可能性と新規バイオマーカ

ーを探索する多施設共同前方視的臨床試験 

遺伝診療科  医長  服部 浩佳  

8）  整理番号：2021-040 

眼窩発症の低悪性度 B細胞リンパ腫における免疫組織化学的検討 

病理診断科  医師  村上 善子  

 

3. 研究倫理審査委員会移管完了報告（ 1件 ） 

1）  整理番号：2022-417 

造血細胞移植および細胞治療の全国調査 

細胞療法科  医長  飯田 浩充  

報告日：2022年 7月 15日 

 

 

III. その他 

■審議内容 

 事務局から、令和4年度治験及び臨床研究倫理審査委員養成研修について案内がなされた。 

次回委員会の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 


