
1 

 

国立病院機構 相模原病院 2016年度 第４回倫理委員会 議事概要 

 

 

【日 時】2016年 7月 19日（火）16：00～17：00 

【場 所】相模原病院 第一応接室 

【出席者】（内部委員）當間重人（委員長）、安達献（副委員長）、谷口正実、森俊仁、澤井孝夫、 

大草由美子、岡田安正、齋藤生朗 

（外部委員）谷口優子、伊東俊彦、野口隆 

（事 務 局）菅原留美 

【欠席者】（事 務 局）櫛田裕之 

 

【議 題】 

 

1. 前回倫理委員会議事概要の承認について 

事前配付されていた資料「国立病院機構相模原病院 ２０１６年度第３回倫理委員会 議事概要」

について、内容に問題なく、承認された。 

議事録について質問等がある場合は、いつでも構わないので事務局にご連絡をいただきたい。(當間

委員長より) 

 

2. 「条件付き承認」判定課題について（１件） 

以下の課題について「条件付き承認」の修正等の条件が満たされたことを、委員長または事務局で

確認し最終的な承認とした。よって各委員に報告した。 

受付番号 倫理 2016年度-013（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部長 當間 重人 

課 題 名 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する研究 

 

3. 審議課題（申請課題 合計 5課題） 

No.1 

受付番号 倫理 2016年度-018（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部長 海老澤 元宏 

課 題 名 魚アレルギー患者に対する調査研究 

判 定 承認 

審議内容 魚アレルギー患者に対するアンケート調査の可否に関する倫理申請。研究計画に科学的・

倫理的問題はなく、アンケートも心的ストレスを誘発したり、過度の時間を要する内容で

はない。しかしながら、各種申請書類および同意説明文書の記述内容に不整合な部分があ

るように思える。特に同意説明文書（様式 8）は、患児や保護者の理解を得にくい可能性

があると思われる。このことは、今回の倫理申請の目的が「アンケート調査の可否」のみ

を諮ったことに起因するのかも知れないが、以下に記す事項に関して申請者に事前報告し、

修正を依頼した。 

１）（様式 0）の 4）②「研究の種類」では、■カルテ調査、■アンケート調査、の 2 つの

みが選択されている。□ヒト検体（血液など）研究、は選択されていない。また、③「侵
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襲」は■なし、が選択されている。しかしながら、5）「研究の概要」には、アンケート

調査結果と診療記録（血液検査結果、食物経口負荷試験結果、その他のアレルギー疾患

など）との関係を分析する。と記述されている。（様式 1）および（様式 8）の「研究方

法」にも同様の記述がある。すなわち、今回の前向き研究はアンケートのみで完結する

ものではないことになるが、（様式 8）の（2）「研究計画」・（3）「血液や組織の提供者

にもたらされる利益および不利益」・（8）「研究終了後の血液や組織がどう扱われるの

か」には、採血なしとの旨が記述されている。これらの事が整合性を持つように研究全

体を組み立ててみると、「すでに、血液検査・経口負荷試験・その他のアレルギー性疾

患に関する情報はカルテに保存されているのであり、今回実施しようとしている魚ア

レルギーに関するアンケート調査結果を追加することで、研究が遂行される」というこ

とになるのか？ そして、カルテベースで目標症例数 200 以上が、すでに確認されて

いるということなのか？ 

２）他方、（様式 8）の、（2）①「研究目的」には、「また、この研究・・・ご病気について

の情報や血液や組織（？）は、将来計画される別の研究・・・。このため、同意がいた

だけるならば、将来、別の研究のためにも使わせていただきたいと思います。」と記述

されている。これは、今回の研究に関連した新規採血を意味している記述であるから、

上記１）で言及した内容と齟齬が生じている。 

３）以上の事を整理していただきたい。 

想定される対象症例としては、 

ア）過去に十分なカルテ情報があるので、アンケート情報の追加のみでＯＫなケース。 

イ）過去のカルテ情報では不十分なので、新たに（同意を得ている）保存血液を用いた

検査、およびアンケート情報が必要なケース。 

ウ）新規症例であり、全ての情報（血液検査・経口負荷試験・アンケートなど）を要す

るケース。 

が挙げられるであろうか？ 上記ア）イ）に関しては、一部ポスター掲示等（オプトア

ウト）による同意（拒否機会の提供）でも可能であろうが、文書同意を得るとの申請で

あるから、特にウ）も想定されるのであれば、様式 0、様式 1、様式 8 の記述を再考さ

れたい。全ての場合を包括した様式の作成が望ましい。 

指摘内容を申請者に事前報告したところ、適切に修正された。 

今回の倫理審査の主たる目的はアンケート調査についてであって、アンケート以外の部分

に関しては通常の診療で行う部分である。（魚に対するアレルギーの検査や血液検査など）

そのことについてわかりやすく修正が行われた。アンケート内容については特に問題ない。 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-019（未承認新規） 

申 請 者 薬剤部 薬剤師 塩谷 亜実 

課 題 名 当院におけるタペンタドール塩酸塩錠の使用状況調査 

判 定 承認 

審議内容 日本病院薬剤師会関東ブロック第 46回学術大会（2016年 8月 27・28日）における学

会発表。 

同意を得る方法としては、病院内で周知している「症例報告に関する説明とお願い」

（倫理委員会）の提示により理解と同意を得る。 

科学的・倫理的に問題なし。 

 

No.3 

受付番号 倫理 2016年度-020（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター 診断・治療開発研究室長 福冨 友馬 
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課 題 名 診療報酬明細書と特定健康診査データを用いた成人喘息の疫学研究   

判 定 承認 

審議内容 「診療報酬明細書と特定健康診査データ（約 10万人）を用いた成人喘息の疫学研究」。

株式会社エム・エイチ・アイ社が有する三つの健康保険組合のデータを用いた横断的

疫学研究、および成人喘息発症因子を検討するもの。情報提供会社と三つの健康保険

組合間においては、本研究への情報提供が了解されている。今回の研究に提供される

データセットは、連結不可能匿名化情報である。科学的・倫理的に問題はない。 

No.4 

受付番号 倫理 2016年度-016(変更 01）（承認済変更） 

申 請 者 臨床研究センター 病因・病態研究室長 佐藤 さくら 

課 題 名 ヘーゼルナッツアレルゲンコンポーネントに関する研究 

判 定 承認 

審議内容 2016年 6月の倫理委員会で承認された研究。申請されていた研究対象期間（2010年）

より前の 2007年から対象患者がいたことが判明したことに伴い、研究対象期間に関

する変更申請がなされた。倫理的に正しい姿勢である。変更申請に問題はない。 

本申請承認前に当該症例に対する調査研究は行わないよう連絡した。 

No.5 

受付番号 倫理 2016年度-021（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 小児科医長 柳田紀之 

課 題 名 基礎疾患として血友病を有する食物アレルギー患者に対する食物経口負荷試験の施

行 

判 定 承認 

審議内容 食物アレルギー患者が他基礎疾患を合併している場合における検査体制の可否を問

うている申請である。事前に申請者に以下質問に対する回答を求めた。 

１）（様式 0）の 5）「研究の概要｝には、「・・・・・、出血が疑われた場合はかかり

つけ病院へ搬送する（かかりつけ病院了承済み）。」とあるが、今回の申請は個別

具体的症例を対象としているのか？ そうなら、症例・対応食物等を具体的に示

すべきであるし、本人／家族の意向も記述すべき。 

２）今後、複数の該当症例に対する食物経口負荷試験を計画しているのであれば、そ

の旨を明記いただきたい。これまでの経験についても言及されたい。（経験の数を

持って判断できる事ではないが、習熟度について参考になる経験を知りたいと思

うからである） 

１)、２）の回答として、申請書類が適切に修正された。 

実際に依頼のあった症例は聖マリアンナ医科大学西部病院の患者１名である。 

食物経口負荷試験（OFC）に対し本人、または保護者の同意がある患者とする。 

かかりつけ病院に対し救急搬送の了承が得られている患者を対象とする。 

今回依頼のあった患者については、アレルギーによる除去食材が鶏卵、牛乳など計 7

食材ある。誤食の可能性があり、通常の食生活がなかなか大変なものと思われる。よ

って OFCを行う意味はあると思われる。 

実際に血友病患者に対して OFCを施行した経験はない。国内外でも報告なし。 

OFCによる誘発症状で一番危険なのがアナフィラキシーであるが、アナフィラキシー

そのものが出血を誘発するとは考えにくい。医師が最低１名以上は常に付き添うな

ど、かなり綿密で慎重である。極めて重篤で重大な症状が発症した場合は、通常の患

者に対する対応で問題ないのではないか。 

 

申請書類について、文中の変換ミスなど、以下の軽微な修正を行うこと。 
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倫理審査申請書（様式 1）の(2)対象および方法 および 

研究計画書（様式 2）の対象と方法 

① 聖マリアンナ医科大学西武病院→聖マリアンナ医科大学西部病院 

② 安全性の大会と考えられる食材から→安全性が高いと考えられる食材から 

③ 事前にかりつけ病院に対し→事前にかかりつけ病院に対し 

（①、②に関しては倫理審査申請のための研究概要報告（様式 0）の 5）も修正） 

 

4. 中央倫理審査委員会承認課題について 

(1) ７月倫理委員会報告分として、配付物「中央倫理審査委員会承認課題（審査結果）」にて承認課

題を報告した。 

(2) 配付物「中央倫理審査委員会にて審査された相模原病院共同臨床研究課題について（案２）」よ

り。 

「研究代表者、研究責任者（分担）」が「施設の長（代理：臨床研究センター長）」へ申請。「施

設の長（代理：臨床研究センター長）」が許可とした。申請内容に問題が生じた場合は診療研究

センター長が院長に報告、とした。 

 

（安達副院長より） 

分担研究についての申請、許可については、中央倫理審査報告後の「申請の事後許可」として

もよかったのでは。 

 

（谷口センター長より） 

６月委員会終了後、臨床研究センター長と管理課長との話し合いが行われた。本部の業務フロ

ーに合わせ、研究代表者、分担ともに、「施設の長（代理：臨床研究センター長）」へ申請。「施

設の長（代理：臨床研究センター長）」が許可。という流れとした。 

 

5.  その他 

(1) 「研究倫理審査委員会の『一般の立場』の委員の役割に関するアンケート調査へのご協力のお

願い」について 

名古屋大学大学院医学系研究科において「研究倫理審査委員会の『一般の立場』の委員の役割」

についての研究に取り組んでいる。第２次ランダムサンプリングにより、当院倫理委員会に対

し、アンケートの協力依頼がきた。 

アンケート内容は「一般の立場」の委員に対する質問調査である。委員のみなさまには研究目

的やアンケート内容等を後日見ていただき、ご意見をいただいたうえで当院倫理委員会として

研究に参加するか否かを決める予定である。 

 

・次回倫理委員会は 9月 15日(木)17：00～ 

 

以上 


