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国立病院機構 相模原病院 2016年度 第９回倫理委員会 議事概要 

 

 

【日 時】2017年 1月 19日（木）17：00～18：00 

【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、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）櫛田裕之、菅原留美 

【欠席者】（内部委員）大草由美子 

 

【議 題】 

1. 「条件付き承認」判定課題について（2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。 

 

No.1 

受付番号 倫理 2016年度-048（未承認新規） 

申 請 者 看護部 １南病棟看護師 楢崎 遥 

課 題 名 嚥下機能評価実施による現状評価 ～高齢者の誤嚥性肺炎予防に向けて～ 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-053（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター 臨床研究センター長 谷口 正実  

課 題 名 アスピリン喘息に対するアルプロスタジルアルファデクスの有効性に関する二重盲検

ランダム化臨床比較試験 

 

2. 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８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) 

 

3. 審議課題（申請課題 合計 7課題） 

No.1 

受付番号 倫理 2013年度-2013100814（承認済み変更） 

申 請 者 統括診療部 呼吸器内科医師 林 浩昭 

課 題 名 アスピリン喘息に対するオマリズマブの二重盲検ランダム化臨床比較試験 

判 定 承認 
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審議内容 臨床比較試験実施計画書における「13.3.解析項目・方法」を具体的に記載した「統計

解析計画書」を追加したもの。被験者負担増となる内容追加など大きな変更はないた

め問題ないが、以下の確認をお願いする。 

１）倫理審査（変更）申請書（様式 1）、3 ページに記載されている「実際、当院にて

行われた観察研究（Hayashi, Taniguchi, et al. JACI 2015 in press）」は、未

だ、in pressのままなのか？ Publication済であれば、記載を修正されたい。 

申請者に報告したところ、倫理審査（変更）申請書の記載が適切に修正された。 

問題ない。 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-055（未承認新規変更） 

申 請 者 看護部 ４南病棟看護師長 菅原 律子 

課 題 名 A病棟におけるイベントレビューを用いたカンファレンス導入後の看護師の意識変化 

判 定 承認 

審議内容 2016年 12月 15日初回審査内容等を参考にして本再審査申請が行われた。アンケート

のタイミングに関しては明確となっているが、なお確認・修正を要する部分がある。 

１） 倫理審査申請書（様式 1）および研究計画書に記載されている実施期間の開始日

を「倫理委員会承認後」に修正すること。 

２）（実施後）のアンケートに「カンファレンス参加日」記載欄があるが、カンファレ

ンス実施１週間後におけるアンケート結果であることを確認するためには、「本ア

ンケート記入日」記載欄が必要であろう。 

３）本研究における対象者が特定可能なのか/そうでないのか？ 不明瞭である。「倫

理申請書（様式 1）」の 5、（1）、および「・・・アンケート調査ご協力のお願い」

には、「個人情報が特定されることはない」旨、記載されている。しかしながら、

同文書には、「個人が特定されないようにする」「同意を撤回したい場合は、下記

の問い合わせ先に連絡をお願いします」「ＩＤ番号の管理は特定の研究メンバーの

みが把握する」との記載があり、これは特定個人とアンケート内容を連結するこ

とができることを意味していると考えられる。連結できることが悪いということ

ではない。どちらであるかを明確に示し、そのとおりに実行することが重要なの

である。連結可能とするのか、否かを決めて修正願いたい。 

４）上記３）と関連するが、カンファ実施前/後のアンケートは、どのようにして配布

するのか？ 実施後のアンケートを後日配布するとなると、実施前配布時のＩＤ

と同一対象者に配布する必要があるので、自ずとＩＤ-対象者の対応表が必要にな

る。この時点で連結不可能匿名化は行われていないことになってしまう。匿名化

を重んじるのであれば、実施前に両アンケート（同一ＩＤが記載されている）を

配布しておくなどの方法が必要であろう。 

申請者に報告したところ、１）、２）について適切に修正された。 

３）、４）について、個人情報は「連結可能匿名化」とし、アンケートの実施時期やＩ

Ｄ番号の管理方法等が追記された。 

問題ない。 

 

No.3 

受付番号 倫理 2016年度-056（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 神経内科医長 長谷川 一子 

課 題 名 パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキネジア発現に対する臨床

研究（介入研究） 

判 定 承認 
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審議内容 パーキンソン病の主たる治療薬であるレボドパ製剤による深刻な副作用であるジス

キネジアに対するイストラデフィリン（レボドパ製剤によるウェアリングオフ減少

の軽減効果で承認済の薬剤）の効果を検証しようという介入研究。科学的・倫理的問

題はないが、以下の修正をお願いする。 

１）「倫理申請書（様式 1）」に記載されている実施期間を「倫理委員会承認後～2021

年 12月」と修正すること。 

２）同意書用紙（様式 10）＜説明を受け理解した項目＞□1.研究の目的、意義、方

法の「（→目的、方法の概要を記載すること）」を削除する。 

申請者に報告したところ、各申請書類が適切に修正された。 

問題ない。 

 

No.4 

受付番号 倫理 2016年度-031(承認済変更） 

申 請 者 統括診療部 呼吸器内科医師 濱田 祐斗 

課 題 名 成人喘息、食物アレルギー、乳糖不耐症患者における栄養摂取、代謝と腸内細菌叢に

関する研究 

判 定 承認 

審議内容 承認済み研究であるが、まだ開始されていない状況。あらたな情報収集（食事内容/

生活習慣に関するアンケート）、検体（血液 10ml）採取、乳糖不耐症の追加診断法（呼

気水素ガス測定）および腸内細菌叢解析委託会社の追加に伴う変更申請である。申請

に際して変更された倫理申請書・研究計画書・研究協力説明文書・同意書・同意撤回

通知書・同意撤回通知受領書および 2 種類のアンケート票（別添 1、3）が添付され

ている。また、共同担当者に株式会社サイキンソーが追記され、腸内細菌叢とアンケ

ート結果との関連性についてサイキンソーが独自に解析できることを確認（同意）す

る説明・同意文書が新たに追加されている（同意なき場合においても研究代表者施設

における解析は可能）。比較的大きなプロトコル変更であり、研究課題名も「成人喘

息、食物アレルギー、乳糖不耐症患者における栄養摂取、代謝と腸内細菌叢に関する

研究」に変更したい旨記載されている。新規研究として審査することも十分可能と思

われるが、研究が開始されていない事・新規研究として承認されてからの経過が比較

的短期間であること・新規研究として位置付けた場合に旧承認研究実績が「0」とな

ってしまうことを勘案し、変更申請として受理したい。なお、追加アンケートに要す

る時間は 10～15 分、追加採血量は 10ml 程度、呼気水素ガス測定は簡便な検査であ

る事から被験者への負担増は限定的であると思われる。科学的・倫理的問題はない

が、以下の修正をお願いする。 

１）同意書用紙（様式 10）＜説明を受け理解した項目＞□1.研究の目的、意義、方

法の「（→目的、方法の概要を記載すること）」を削除する。 

申請者に報告したところ、適切に修正された。 

問題ない。 

 

No.5 

受付番号 倫理 2016年度-057（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 食物アレルギー児に対する経口免疫療法における摂取量と治療効果の検討 

判 定 承認 

審議内容 従来の経口免疫療法と少量導入経口免疫療法の有効性/安全性を比較検討する前向

き介入研究。少量導入経口免疫療法により少量の食物アレルゲンを摂取できるよう

になった患児を対象とし、少量摂取維持群と摂取量漸増（目標量達成）群に分けて、
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2年後の耐性を調査するもの。科学的・倫理的問題はないが、以下の確認・修正をお

願いする。 

１）概要報告（様式 0）のバージョンが古い（ver. 20160401）。ver. 20160601を用

い、４）研究分類と内容、①介入※2 ■伴う、■その他、を選択し（）内に簡

単なアレルゲンの記載をお願いする。 

２）倫理審査申請書（様式 1）、４概要、（対象及び方法）【方法】に記されている「従

来の維持量」と「増量された維持量」の記載内容が間違っていると思われる。 

３）倫理審査申請書（様式 1）、４概要、（対象及び方法）【方法】には、「定期的に血

液（5ml程度）を採取・・・」と記載されているが、同意説明文（研究協力への

お願い 様式 8）の（２）研究計画には「全血 10ml 程度を定期的に採取」と記

載されている。統一を図られたい。 

４）本研究においては血液以外の検体（組織）採取は行われないので、「研究協力の

お願い」の多数箇所および同意書に記載されている「血液や組織」の「組織」を

削除されたい。 

５）同意説明文書（様式 8）3ページ（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」に、「この研究を進めることで、病気に関して確定診断ができ、」

との記述があるが、本研究の診断は別に定められている基準に基づいているの

であるから、本研究から新たな確定診断基準が作成されるとは考え難い。記述を

再考されたい。 

６）同意書用紙（様式 10）＜説明を受け理解した項目＞□1.研究の目的、意義、方

法の「（→目的、方法の概要を記載すること）」を削除する。 

７）同意撤回通知書（様式 3）において、「採取した血液や遺伝子は・・・」との記載

がある。採取した血液に遺伝子情報が含まれていることは事実であるが、本研究にお

いて遺伝子情報解析を行うわけではないので、遺伝子の廃棄に関する記述は不要で

ある。削除されたい。このことは、本研究の延長線上において遺伝子解析を行う意図

があるかもしれないという無用な憶測を排除するためである。将来的に遺伝子解析

も視野に入れているのであれば、研究計画書や同意説明書にその旨（保存血液を用い

て遺伝子解析を行う場合には、倫理委員会の承認を得た後、あらためて口頭及び文書

による説明を行い、文書同意を得る）が記載されている必要がある。 

申請者に報告したところ、１）、２）について適切に修正された。 

３）について、採取する血液量を「10ml」で統一した。 

４）～７）について、それぞれ不適切な文言を削除し、適切に修正された。 

問題ない。 

 

No.6 

受付番号 倫理 2016年度-058（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター 病院・病態研究室長 佐藤 さくら 

課 題 名 ソバ皮膚試験を基にしたステップ別負荷試験の安全性の検証 

判 定 承認 

審議内容 ソバ負荷試験の陽性率は低いが、陽性であった場合には重篤な症状を誘発しやすい

とのことである。本介入研究は、ソバ経口負荷試験を行う前に皮膚試験を行うことに

より、経口負荷試験の安全性/効率性を向上させうる可能性を検証するものである。 

以下の確認と修正をお願いする。 

１）概要報告（様式 0）のバージョンが古い（ver. 20160401）。ver. 20160601を用

い、４）研究分類と内容、①介入※2 ■伴う、■その他、を選択し（）内に簡

単なアレルゲンの記載をお願いする。 

２）プリックテストの反応性でリスクを評価し、経口負荷量を決定しているが、先行

研究などから、その妥当性が相当程度確認できているのか？ 

３）同意説明文書（様式 8）2ページ（２）「研究計画」の「本説明書作成日」が 2016
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年 4月 13日となっているが、正しいか？ 

申請者に報告したところ、各書類が適切に修正された。 

２）については、院内で実際に検証を行った。膨疹径 6㎜以上を High risk群と評価

する根拠が倫理審査申請書に追記された。 

問題ない。 

 

No.7 

受付番号 倫理 2016年度-035（承認済変更） 

申 請 者 臨床研究センター 診断・治療薬開発研究室長 福富 友馬 

課 題 名 成人小麦アレルギーの IgE抗体価の経年的変化に関する研究 

判 定 承認 

審議内容 承認済後向き及び前向き観察研究。成人小麦アレルギー患者における小麦アレルゲ

ン特異的 IgE 抗体価の経年的変化を観察するもの。変更内容は共同担当者名の誤記

訂正と、参加施設/共同担当者の追加である。問題はない。 

 

 

4. 中央倫理審査委員会承認課題について 

1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。 

 

(1) 1月報告課題「メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患の病態解明のための多施設共同研

究」の院内倫理委員会承認の取り消しについて。（櫛田管理課長より） 

 

本課題については、昨年度 NHOネットワーク共同研究で採択がされなかった課題である。 

よって、各施設で個別に倫理委員会を通し、研究しようということとなった。当院では 2016年

2月 18日に承認された。 

今回の中央倫理審査委員会にて同研究が承認されたことを受け、研究代表者（大阪南医療センタ

ー 星田先生）より、各施設で倫理委員会を通した研究について中止手続きを取っていただきた

いとの依頼がきた。当院における中止・中断手続きについて申し合わせをしたい。 

 

NHO共同研究が採択されず、個別の倫理申請を通して研究行うことは一般的である。 

研究タイトルが一致しているということが問題で、研究プロトコルの作成評価（研究点数）のダ

ブルカウントなどが問題になると思われる。中央倫理承認前の登録症例は何例くらいあるか。

（當間委員長） 

対象症例の抽出のみしか行っていない状況である。（齋藤先生） 

抽出のみであったということから、中央倫理の研究に症例を吸収して問題ないと思われる。 

 

当院の中止手続きについては、来年度改正予定の「研究終了（中止・中断）報告書の作成」で手

続きを行ってもらうということで問題ないと思われる。 

 

5. 倫理委員会規程及び申請等手順書の改正について（櫛田管理課長より。） 

当日配付資料をもとに、改正の概要を説明。 

資料を持ち帰りしていただき、次回倫理委員会までに委員のみなさまより意見を頂く。2 月倫理委

員会ではその意見を反映したものを提示し、委員会の承認を経て来年度 4 月に改正を行っていきた

い。 
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6. その他 

(1) 「改正倫理指針に関する説明会」の案内（配付資料より） 

2017年 4月より、個人情報保護法等の改正に伴う倫理指針の改正が行われる。それに伴い、厚生労

働省職員による改正に関する説明会を開催することとなった。（2017年 2月 13日（月）18：30より

相模原市南メディカルセンターにて）近隣医療機関の研究者等を含め、院内にて研究倫理に携わる

者も対象。 

当日参加できない場合は、院内講習会（中級編）にて同内容について講義予定。 

中級編は 2017年 3月 30日（木）17：30より当院研究センター３Ｆにて開催予定。 

 

(2) 次回倫理委員会は 2月 21日(火)16：00～ 

 

以上 


