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国立病院機構 相模原病院 2016年度 第 10 回倫理委員会 議事概要 

 

 

【日 時】2017年 2月 21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）櫛田裕之、菅原留美 

【欠席者】なし 

 

【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９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. 審議課題（申請課題 合計 8課題） 

No.1 

受付番号 倫理 2015年度-2015042819（承認済変更） 

申 請 者 統括診療部 内科系診療部長 森田 有紀子 

課 題 名 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン単剤

療法に関する臨床研究（AFIRE Study） 

判 定 承認 

審議内容 承認済介入研究の変更申請。安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者に

おけるリバーロキサバン単剤療法とリバーロキサバン+抗血小板単剤併用療法を比較

する臨床試験。被験者登録期間の延長・研究代表者の変更・ステアリングコミッティ

メンバーの変更に伴う倫理審査申請である。問題ない。 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-059（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 アレルギー科医師 上出 庸介 

課 題 名 呼気 NO濃度測定被験者の経過観察 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規後向き観察研究の申請。気管支喘息の病状管理に用いられる呼気中 NO濃度

測定の有用性等を解析する。日常診療で得られた情報をカルテベースで収集する研究

であることから、患者への新たな負担は生じない。研究の周知はオプトアウトを用い

る。科学的・倫理的問題はない。 
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No.3 

受付番号 倫理 2013年度-2013100814（承認済変更） 

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 

審議内容 承認済介入研究のプロトコル変更申請。アスピリン喘息におけるオマリズマブの効

果を検証する介入研究。今回、解析手法に血液中 miRNA の変化に関する網羅的解析

を追加することに伴い、変更申請が提出された。科学的問題はなく、解析に要する血

液量もわずかであると思われることから被験者への大きな負担増はないと考えられ

るが、以下の事項に関する確認および対応をお願いする。 

１）今回の倫理審査承認後に組み入れられる被験者においてのみ、miRNA解析を行う

のか？  

２）すでに組み入れられた被験者の血液が保管されており、その残血も miRNA 解析

に用いるのか？  

３）いずれにせよ、同意書の添付を求める。もし、２）が予定されているのなら、そ

の場合の同意取得法について言及すべきである。残血を用いて他の解析を行う

可能性等について旧同意書に記述されていた場合においては、追加解析につい

て公開（オプトアウト等）を行うか、文書による個別再同意を得るかのどちらか

であろう。本臨床研究の対象患者数が少数であること、かつ、miRNAという難解

な解析手法を追加するのであれば、口頭及び文書による、より丁寧な説明を求め

たい。文書による再同意取得を推奨する。いわゆる遺伝子そのものに関する追加

研究ではないが、オプトアウト等では十分に真意が伝わらないと思われるから

である。無用な混乱を避けるべきである。 

 

申請者に報告したところ、以下の回答があった。 

１）、２）について、miRNA はすでに組み入れられた被験者の保存血液にて測定を行

う。 

３）について、miRNA解析追加に関して、追加で同意書を提示し、口頭による丁寧な

説明の上で個別再同意を得る。 

申請書の加筆修正および同意書の提出が行われた。研究内容が明確になっており問

題ない。 

 

No.4 

受付番号 倫理 2016年度-060（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 消化器内科医長 中村 陽子 

課 題 名 HCV耐性検査データの無償提供プログラム 

判 定 承認 

審議内容 C型肝炎に対するヴィキラックス配合錠（アッヴィ合同会社製造販売）の効果に関し

ては、ウイルスの遺伝子型ジェノタイプ 1の場合、耐性変異（NS5A領域の 93番目の

アミノ酸置換）があるウイルスでは効果が乏しいことが報告されおり、また、ジェノ

タイプ 2の場合は 2aのみが適応とされている。すなわち、本薬剤投与前に C型肝炎

ウイルスの遺伝子型を、より詳細に調べることは治療効率を向上させ、かつ有害事象

を軽減させる上で極めて重要なことであると考えられる。しかしながら、現状では、

これらの検査が保険収載されていないことから、本検査を行う場合には自費負担と

なっている。日本肝臓学会からの要請に基づき行われている本無償提供プログラム

に関する本倫理申請は、C型肝炎ウイルスのジェノタイプが 1であった場合を想定し

たものである。科学的・倫理的には問題ないが、以下の事項に関して回答を求めたい。 
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１）C型肝炎のジェノタイプおよび臨床情報を連結させ解析する市販後調査も行われ

ているのか？ あるいは行う予定があるのか？  

２）もし、効果が期待し難いジェノタイプであった場合、他の治療法が選択されるの

か？  

 

申請者に報告したところ 

１)について、別途、ジェノタイプ検査を含めた市販後調査は行われているが、本プ

ラグラムとの連結はない。すなわち、本プログラムはあくまでも診療の一環であり、

臨床研究ではない。その説明が倫理審査申請書（様式 1）に追記された。 

２）について、効果が期待し難いジェノタイプであった場合の治療法が、倫理審査申

請書（様式 1）に追記された。 

問題ない。 

 

No.5 

受付番号 倫理 2016年度-061（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 消化器内科医長 中村 陽子 

課 題 名 HCVRNAジェノタイプ検査データの無償提供プログラム 

判 定 承認 

審議内容 C型肝炎に対するヴィキラックス配合錠（アッヴィ合同会社製造販売）の効果に関し

ては、ウイルスの遺伝子型ジェノタイプ 1の場合、耐性変異（NS5A領域の 93番目の

アミノ酸置換）があるウイルスでは効果が乏しいことが報告されおり、また、ジェノ

タイプ 2の場合は 2aのみが適応とされている。すなわち、本薬剤投与前に C型肝炎

ウイルスの遺伝子型を、より詳細に調べることは治療効率を向上させ、かつ有害事象

を軽減させる上で極めて重要なことであると考えられる。しかしながら、現状では、

これらの検査が保険収載されていないことから、本検査を行う場合には自費負担と

なっている。日本肝臓学会からの要請に基づき行われている本無償提供プログラム

に関する本倫理申請は、C型肝炎ウイルスのジェノタイプが 2であった場合を想定し

たものである。科学的・倫理的には問題ないが、以下の事項に関して回答を求めたい。 

１）C型肝炎のジェノタイプおよび臨床情報を連結させ解析する市販後調査も行われ

ているのか？あるいは行う予定があるのか？  

２）もし、効果が期待し難いジェノタイプであった場合、他の治療法が選択されるの

か。 

 

申請者に報告したところ 

１)について、別途、ジェノタイプ検査を含めた市販後調査は行われているが、本プ

ラグラムとの連結はない。すなわち、本プログラムはあくまでも診療の一環であり、

臨床研究ではない。その説明が倫理審査申請書（様式 1）に追記された。 

２）について、効果が期待し難いジェノタイプであった場合の治療法が、倫理審査申

請書（様式 1）に追記された。 

問題ない。 

 

No.6 

受付番号 倫理 2016年度-062（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 外科系診療部長 金澤 秀紀 

課 題 名 StageⅡ/Ⅲおよび CROSS1/2の閉塞性大腸癌に対する Bridge to Surgery (BTS)大腸

ステントの長期予後に関する多施設共同無作為化臨床試験 

判 定 条件付き承認 
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審議内容 閉塞性大腸癌に対する手術の前処置である「絶食」と「ステント留置」の術後成績を

比較するというもの。ステント留置後の手術は「BST：Bridge to Surgery」と呼ば

れ、すでに保険収載されている手技である。「絶食」による前処置と比較して種々の

優れた面があると言われているが、2014 年、欧州消化器内視鏡学会から臨床症状を

伴う左側閉塞性大腸癌への標準治療として推奨しないとの発表がなされ、米国消化

器内視鏡学会も、これに追随している。「BST」の短期的成績は良好であるが、一定の

頻度で発生する腸管穿孔が局所再発や腹膜播種を惹起する可能性が高いとの理由で

あった。しかしながら、日本における前向き臨床研究によると腸管穿孔の頻度は０～

２％と低いことから、直ちに BST という手技を否定はできないとの見解のようであ

る。本研究では、BSTの有効性を検討することとしている。仮説は、「絶食」より「BST」

が優れているということではない。非劣性を検討するが、劣性であった場合には BST

の適応（範囲）についても検討すると思われる。説明文書が詳細に記述されている。

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）様式 0【概要報告】の３）実施施設欄においては、申請者の立場を選択すること

になっているので、■多施設共同研究における全体代表（責任）者を選択すべき

ではない。 

２）様式 2【研究計画書】の「研究目的」に誤記と思われる部分がある。：「・・・大

腸ステントによる腸の減圧を図った後の手術が、場合の有効性と・・・」下線部

分は削除でよいか？ 

３）【同意・説明文書】の 5ページ（相当）、「大腸癌の治療」には、「今のあなたの状

態は、手術を完全に取り除ける（切除可能）大腸癌であり、・・」と記述されて

いる。「手術を」は「手術で」の誤記と思われる。同 12ページ（相当）には、「・・

再発予防ための術後補助化学療法を開始します。」と記述されている。「再発予防

ため」は「再発予防のため」の誤記であると思われる。さらに両記述を見ると、

5ページ（相当）の記述は「今のあなたの状態は、手術で完全に取り除ける可能

性のある大腸癌であり・・」とした方がよかろう、再考されたい。 

 

申請者に報告したところ、 

１）～３）について、適切に修正された。 

科学的・倫理的問題はないが、以下の内容について修正を行うことを条件に承認とす

る。 

１）同意・説明文書「３.本研究の方法（２）本研究のデザイン」説明文について 

Ａ群とＢ群の説明が、研究計画や（３）治療方法のＡ、Ｂ群の説明と逆である。

説明文および図の適切な修正を行う。 

２）同意撤回通知書について 

文中に「遺伝子」という文言があるが、遺伝子解析は行われない研究である。よ

って「遺伝子」という文言を削除する。 

 

 

 

 

No.7 

受付番号 倫理 2016年度-063（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 放射線科医用画像主任 石原 敏裕 

課 題 名 X線 CT検査における患者被ばくと検査内容に関する実態の多施設調査 

判 定 承認 

審議内容 研究の目的は、「被ばく線量管理として医療技術の格差解消および被ばく低減方法の

確立行うための基礎研究」と記述されている。本研究内容について以下の回答をお願
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いする。 

１）研究参加施設に「国立病院療養」とあるが、それはどの施設なのか？ 

２）X 線 CT 検査においては、検査部位ごとに手順書・マニュアル等が作成されてい

るのであり、被ばく量に差はないのではないか？ 

３）被ばく量に技術的差異・機器の差異が関与しているのか？ 

４）「検査の質」との記述があるが、何を意味しているのか？ 

５）全体として、仮説及び仮説に基づく対処法の可能性について言及されたい。 

６）オプトアウトにある協力拒否期限が 2017 年 4 月 21 日と記述されている。それ

でよいか、確認を求める。データ収集期間を設定して解析期限を記述したものと

思われるが、倫理委員会承認時期が不明であるから、解析期限は余裕を待った期

日にした方がよかろう。 

申請者に報告したところ、 

１）について、「国立病院療養所」と修正した。 

２）～５）について、研究計画書「研究の背景」および「期待される研究成果」に詳

細が追記された。 

６）について、オプトアウトに記述されている協力拒否期限を「2017年 7月 30日」

に変更した。 

１）について、「国立病院療養所」の正式名称は、「国立ハンセン病療養所」である。 

正式名称に修正を行う。 

現状のデータを収集するのみで、介入も行われない。科学的・倫理的には問題ない。 

 

No.8 

受付番号 倫理 2016年度-016（承認済変更） 

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 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 自宅での経口免疫療法としてヘーゼルナッツ入りチョコレートを用いることとして

いたが、ヘーゼルナッツ入りチョコレートは、牛乳・大豆・小麦アレルギーの児が摂

取できない食品であるため、ヘーゼルナッツパウダーを用いることに変更したもの。

研究は開始されていない。外来における経口負荷試験に対する説明・同意取得は得て

いるが、自宅経口負荷試験に関しても同意書（アンケート）を得ることにしている。

前申請においても自宅経口負荷に言及しており、説明文書にも記述されているが、今

回、より分かりやすく 2段階で同意を得ることとしたものと思われる。 

科学的・倫理的に問題はない。 

 

 

3. 中央倫理審査委員会承認課題について（櫛田管理課長より） 

2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。 

 

4. 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） 

1月倫理委員会にて、従来の指針に基づいた規程及び申請等手順書の改正案を「案 1」として提案さ

せていただいた。 

その後、委員のみなさまよりご意見をいただき、その内容を反映させたものを「案 2」として 2月倫

理委員会で提案させていただいた。 

配付資料「相模原病院倫理委員会 規程及び申請等手順書の改正について（案 2）」をもとに、説明

を行う。 
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(1) ＜承認済み研究の流れについて（案 2）＞について 

＜研究継続＞および＜研究終了＞を中心に、提出書類や審査の流れについての説明を行う。 

(2) 「案 1」からの変更ポイントに沿った各様式の説明 

⑧は、研究期間の記載に使用されている「倫理委員会承認後」という文言ついて、指針に沿う

かたちで「院長承認後」に変更する。 

(3) その他、今回頂いたご意見の報告 

 

今回承認をいただいたものについては、院長決裁後、来年度より新たなフォーマットとして倫理審

査申請で利用していただき、実施してもらう予定である。 

変更点について、利用者に対して説明する機会が必要と考えている。 

そこで、2017年 3月 30日（木）に開催予定である「倫理委員会院内講習会 中級編」（配付資料参

照）にて説明の場を設ける予定である。中級編については、改正倫理指針についての説明をふまえ

た内容で、谷口臨床研究センター長に御講義していただく。講習会の中で若干のお時間をいただき、

「相模原病院倫理委員会 規程及び申請等手順書の改正について」の説明をさせていただく予定で

いる。 

 

これはまだ完成形ではないと思われる。簡略化できるところは簡略化を行うなど、なるべく研究者

の負担にならないような体制をとっていきたい。新年度から実施し、随時見直しをおこなってゆく。 

事務局では、1年経過対象研究の把握、進捗状況把握、終了報告時の研究終了管理を行い、研究終了

時期をはっきりさせていく。（當間委員長より） 

 

倫理指針が 2017 年 5 月 30 日に改正予定である。申請書に大きな影響はないようだが、規程、手順

書等に見直しが入る場合は、委員のみなさまにご意見をお伺いする予定。 

 

次回倫理委員会は 3月 21日(火)16：00～ 

 

以上 


