
1 

 

国立病院機構 相模原病院 2016年度 第２回倫理委員会 議事概要 

 

 

【日 時】2016年 5月 17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、 

（事 務 局）櫛田裕之、菅原留美 

【欠席者】（外部委員）伊東俊彦、野口隆 

 

【議 題】 

 

1. 前回倫理委員会議事概要の承認について 

従前は総括表に審査内容を記載したものを議事概要としていたが、今年度より新たに「議事概要」

を作成することとなった。 

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 1 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。 

 

2. 「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 160203 

申 請 者 臨床研究センター 先端技術開発研究部長 森 晶夫 

課 題 名 喘息患者由来 T細胞及びマウスステロイド抵抗性 T細胞クローンにおけるキナーゼ阻

害剤の作用に関する研究 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-001 

申 請 者 統括診療部 消化器内科医長 中村 陽子 

課 題 名 抗Ａ型肝炎ウイルス IgM 抗体陽性国内血清パネルの整備 

 

3. 審議課題（申請課題 合計 9課題） 

No.1 

受付番号 倫理 2016年度-003（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 重症牛乳アレルギーに対する経口免疫療法ランダム化比較試験 

: Baked milk vs Raw milk 
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判 定 承認 

審議内容 重症牛乳アレルギー患者に対する baked milk を用いた経口免疫療法の効果を検討す

る「介入研究」の申請である。コントロール群（生の牛乳）とのランダム化非盲検（オ

ープン）比較研究。倫理的に問題ないと思われるが、以下の確認を要する。なお、2016

年 5月 9日（月）、小児科 柳田先生にも相談した。 

１）経口免疫療法が介入研究であることは間違いないが、当倫理委員会申請様式 0

（概要報告）4)研究分類と内容①介入欄における選択肢が不十分であることが

判明した。すなわち、介入を伴う研究であった場合の選択肢は「□保険適応承

認薬（検査）で適応内使用、あるいは□保険適応未承認薬（検査）もしくは適

応外使用←この場合は研究保険への加入が必須」の 2 択となっているが、本研

究の場合、いずれも該当しない。経口免疫療法に用いるのは食品であり薬や検

査試薬ではないからである。選択肢として「□その他、等」の追加が必要かも

知れない。倫理委員会で諮ることとしたい。 

２）②研究の種類は「ヒト検体（血液など）研究」にもチェックを要する。 

３）日本ハム株式会社から研究用として提供される高温加熱牛乳（パウダー）とは、

すでに食品として経口投与されているとのこと。 

４）同意説明文書（様式 8）1ページ目の先頭 8行を削除すること。 

５）以下のような修正を検討いただきたい。 

・様式 8、2 ページ目（2）研究計画の「対象とする疾患あるいは薬剤名」を「食

物アレルギー」→「牛乳アレルギー」に修正されたい。 

・様式 8、2ページ目①研究目的：研究目的・意義・必要性に関する具体的記載欄

の「牛乳アレルギーに対して・・・の方法を確立します。」→「・・・の確立を

目指します。」「その結果、・・・劇的に改善します。」「・・・劇的に改善する可

能性があります。」に修正されたい。 

６）様式 8、5ページ目（９）バンク事業への協力について：将来、血液をバンク事

業に提供することへのお願いが記載されているが、現時点においてバンク事業

の内容を具体的に示すことができないのであれば、削除すべきである。同意書

の＜説明を受け理解した項目＞にも、6.本研究に提供された検体や診療情報は、

他の目的には使用しないこと、と記載されている。今後（？）展開されるバン

ク事業への血液提供に関しては、様式 8、1-2行目に記載してある手順で同意を

得ればよい。 

７）同意書（様式 10）＜説明を受け理解した項目＞の 1.（→目的、方法の概要を記

載すること）を削除されたい。 

８）同意書（様式 10）＜説明を受け理解した項目＞の 4.「血液や組織・・・」の組

織を削除されたい。 

１）について、委員会にて審議。今後、申請書様式 0 の４）研究分類と内容①介入を

伴う欄に「その他」を追加することとした。 

２）～８)について申請者に報告したところ、適切に修正されていることが確認された。 

２）について、修正版の申請書が、修正する前はチェックがなかった別の選択項目「剖

検検体研究」にチェックが入ってしまっている（當間委員長より）。 

事務局が確認したところ、事務局で修正部分を赤字表示する際、誤ってチェック

を入れてしまった。事務局より「剖検検体研究」にチェックが入っていない正し

い申請書を委員会中に再提出した。 

よって問題はない。 

「委員判定表」の申請者名を(誤)海老澤元宏先生から（正）柳田紀之先生に訂正。 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-004（未承認新規） 

申 請 者 薬剤部 薬剤師 小俣 裕之 
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課 題 名 オピオイドで生じた退薬症状に適切に対処し、オピオイド中止となった一例（未承認新規） 

判 定 承認 

審議内容 症例報告。2016年６月開催予定の第 10回日本緩和医療薬学会年会において発表予定。 

症例報告については必ずしも同意を取る必要がないということから、本課題について

も同意方法は情報公開文書「症例報告に関する説明とお願い」とする。となっている。 

特に問題はない。 

 

No.3 

受付番号 倫理 2016年度-005（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 耳鼻いんこう科医長 石井 豊太 

課 題 名 職員健康診断における水痘帯状疱疹抗体価の分布 

判 定 条件付き承認 

審議内容 2016 年度の NHO 相模原病院職員健康診断における VZV 抗体価測定を利用して、抗体

価の年齢ごとの分布を明らかにする研究。管理課に確認したところ、健診は 2016年

5月 23日（月）の週に行われるとのこと。2016年 5月 6日（金）に耳鼻いんこう科 

山口知子医師と面談。以下の事項に関して確認および修正をお願いした。 

１）仮説を分かりやすく明記していただく必要がある。仮説は「ほぼ 100％の人が

感染し終生免疫を獲得するとされる水痘帯状疱疹であるが、50 代以降に帯状

疱疹の発症率が上昇するのは、同ウイルス抗体価が減少するためである」とい

うことであり、調査票は同抗体価の上昇要因（最近の水痘/帯状疱疹発症や、

ワクチンの接種）、あるいは同抗体価の低下要因（ステロイド含む免疫抑制薬

の投与）事例を除外することにより、極力年齢の影響のみを調査したいからで

ある。これで正しいか？ 確認願いたい。 

２）「連結不可能匿名化による分析」：概要報告（様式 0）、倫理審査（新規）申請

書（様式 1）、研究計画書（様式 2）には、「連結不可能匿名化の後、分析する。」

と記述されている。全てのデータセットが揃ったところで連結不可能匿名化

（すなわち個人を特定できる情報や対応表を削除/破棄）した後、分析を行う

と解釈するが、それでよいか？ 今後、前向き/後向き観察研究の可能性も考

えているのなら「連結可能匿名化」としておく方がよいのではないか？ 検討

されたい。 

３）研究期間：倫理委員会承認後（2016年 5月、との記載もあるが修正されたい）

～2022年 3月 31日、と長期に渡っている理由を説明されたい。今回の研究目

的であればそのような長期間は要しないと考えられるからである。今後、観察

研究を想定しているのであれば、その都度、申請すればよい。 

４）同意説明文書（様式 8）：複数個所に「血液」の記述があるが、血液そのもの

との誤解を生じる可能性がある。「血液」→「血液検査結果（VZV抗体価）」と

修正されたい。（2）研究計画、の「採血量または採取調査票等」の欄を削除さ

れたい。（8）研究終了後の血液検査結果（VZV抗体価）や調査票がどう扱われ

るのか、の「この場合も、・・・、薬剤で処理致します」を削除されたい。（12）

問合せ・苦情の連絡先の「○ページを参照」→「2ページを参照」と明記され

たい。 

５）同意書（様式 10）および調査票： 

・両書式に同意を確認する欄がある。調査票の「研究番号」は対応表を用いた個

人の特定を目的としているのだろうが、協力者氏名など明確な署名/記述のな

い同意書はあり得ない。さらに書類管理の効率を考え、同意書と調査票を両面

印刷にすることを提案する。 

・同意書：＜説明を受け理解した項目＞1.（→目的、方法の概要を記載すること）

を削除されたい。その他、検体/データ/血液/組織/診療情報の記述は、一括し
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て「データ」とした方が分かりやすいと思われる。同意いただいた場合には、

裏の調査票への記入をお願いする旨を記載しておく。 

・調査票：同意書の氏名のみで可（同性同名問題がない）なら、「調査項目」～

「性別」までは不要（削除）。免疫抑制薬名の詳細例示は不要？ 糖尿病の治

療（・・・点滴？）インスリン等の注射のこと？ 調査票の見直しをお願いす

る。「本研究に同意いただけますか」は不要となる（削除）。本研究に同意いた

だく場合は裏面の同署への署名をお願いする旨を記載しておく。 

６）臨床研究へのお知らせ（オプトアウトとして my webに掲載？）：「患者さまへ」

は削除。「臨床研究へのご協力のお願い」が適切か？ 

７）同意撤回について：「採取した血液」→「データ」 

８）同意撤回通知書：「検体使用の・・」→「データ使用の・・」、「検体と調査票・・」

→「検体と調査票・・」 

９）同意撤回通知受領書：「研究用に登録された臨床記録や血液試料を用いた実験

データの削除及び血液試料やそれに由来する資料の廃棄については、責任を

持って行います。また、同意撤回に関係なく診療は同様に行います。」 

１０）本研究において最も重要なことは、研究への協力依頼方法である。研究内容

としては臨床研究として意義あるものと考えられるが、協力依頼に関しては

時間と労力の問題が残る。以下の提案を参考にされたい。 

・オプトアウトとして電子カルテの my webへの掲載を行う（見る人は限定的で

あろう）。 

・同意説明文書/同意書/調査票/同意撤回通知書を健診対象者に配信する方法を

考える。 

・院内メールを利用して今回の研究の重要性を訴える。 

・健診会場で口頭/ポスター等で協力を呼びかける。 

・その他 

１)～１０）について、申請者に事前報告したところ、指摘事項に対し、修正が行わ

れた。 

研究対象は、水痘帯状疱疹抗体価（VZV抗体価）に影響を及ぼすような要因を除外し

た事例とし、年齢の影響のみを調査する。除外する事例を把握するためにアンケート

（調査票）をとる。同意書と調査票は別々の紙であったが、裏表とした。年齢、性別、

VHV抗体価、臨床情報（調査票各内容）を抽出し連結不可能匿名化とし、分析するこ

ととした。 

倫理的に問題ないが、今年度の職員健康診断（2016年 5月 23日より）にあわせて行

うことを考えている。これに関しては職員に対する周知や、研究内容の同意を得るこ

とを期間内に行うことは大変難しい。周知や同意に際し、膨大な時間と作業が必要と

なり、混乱を招く恐れがある。時期を改めて行うべきではないか。 

研究計画は問題ない。周知できる期間をしっかり設けて調査票の同意と記入をお願

いすること。条件付き承認とする。 

No.4 

受付番号 倫理 2016年度-006（未承認新規） 

申 請 者 看護部 副看護師長 平島 奈奈子 

課 題 名 Ａ病院におけるがん患者サロンの利用についての考察 

判 定 承認 

審議内容 がん患者対象に開設した「がん患者サロン」の利用率が低いことの原因を明らかにし

ようとするためのアンケート調査研究。特に問題はないが、以下の修正を求めたい。 

１）研究実施期間が「該当の診療科が診療を行っている時間帯」と記述されてい

る。当該患者/家族へのアンケート調査を行う時間を記載したものと思われる

が、基本的に研究者が研究を行うための期間と捉えてよいので、この記述は不

要である。実施期間について、タイトに考える必要はない。「倫理委員会承認
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後～余裕を持った期限」でよい。 

１）について申請者に事前報告したところ、適切に修正された。 

課題名「A病院」という文言についてこの表現は的確か（當間委員長より）という

質問に対し、大草看護部長より「学会発表の演題名を課題名として提出しているた

めです。」の回答あり。 

特に問題はない。 

No.5 

受付番号 倫理 2015年度-2016031502（未承認新規変更） 

申 請 者 看護部 外来看護師 押見 美穂 

課 題 名 食物アレルギー家族の主観的困難感の実態調査～外来看護師に望む支援について～ 

判 定 承認 

審議内容 アンケートによる「食物アレルギー（患者）家族の主観的困難感の実態調査～外来

看護師に望む支援について～」研究。2016年 2月申請の研究、倫理委員会からの指

摘事項に関して、アンケート内容含め適切に対応されていると思われる。 

アンケートは完全無記名とされている。アンケート内容については過度の心的スト

レスを引き起こす可能性のある項目が削除され、かつ「答えたくない項目について

は記入しなくて構いません。」の記述が追記されている。 

特に問題はない。 

No.6 

受付番号 倫理 2016年度-007（未承認新規） 

申 請 者 リハビリテーション科 作業療法士 鶴見 暁子 

課 題 名 ノルディックウォーキングに関する患者様アンケート 

判 定 承認 

審議内容 ノルディックポールを用いたウォーキングリハに関するアンケート調査。特に問題

ないが、以下の確認を要す。 

１）様式 0（概要報告）2）申請内容の■保険未収載新規診療行為には該当しないと

思われる。リハビリの一環として解釈可能であろう。チェックを外して構わな

い。 

２）4）研究分類と内容①介入において＜介入研究＞■伴わない■後向き研究を選

択すべきである。 

上記内容を申請者に事前報告したところ、適切に修正された。 

特に問題はない。 

 

No.7 

受付番号 倫理 2016年度-008（未承認新規） 

申 請 者 看護部 副看護師長 山坂 友美 

課 題 名 乳がん患者のがん性創傷の現状と課題～乳がん患者を支える連携構築に向けて～ 

判 定 承認 

審議内容 当院通院中の乳がん患者で、がん性創傷のある患者における問題点を抽出し課題を

検討しようという後向き観察研究。特に問題ないが、以下の修正を求める。 

１）後向き観察研究における期間がカルテ上 2013年 4月 1日～であったとして

も、研究実施期間は、「倫理委員会承認後～・・・」とすべきである。 

上記内容を申請者に事前報告したところ、適切に修正が行われた。 

特に問題ない。 
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No.8 

受付番号 倫理 2016年度-009（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 大脳皮質基底核変性症剖検例における臨床像の解明および臨床診断基準の妥当性検

証～多施設共同研究～ 

判 定 承認 

審議内容 剖検例を用いて大脳皮質基底核変性症の新たな診断基準作成を試みる研究。 

ご遺族むけの情報公開文書として「病理検体を用いた研究についてのお知らせ」が

作成されている。この文書の問い合わせ先について、東名古屋病院神経内科となっ

ている。相模原病院の問い合わせ先でなくてよいのか。確認し、必要であれば相模

原病院版を作成する。 

他特に問題はない。 

 

No.9 

受付番号 倫理 2009年度-2009101611（承認済変更） 

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 膠原病の発症における遺伝因子の寄与の解明 

判 定 承認 

審議内容 共同研究参加施設/医師の追加が予定されているための変更申請。 

特に問題はない。 

 

 

4. 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） 

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）」より。 

中央倫理審査により承認となった研究課題については、医療機関での臨床研究の実施の適否につい

ての審査を行うこととなっており、各施設の倫理委員会は自施設で実施している研究課題を把握し

ておく必要がある。このことから、倫理委員会で、申請から承認後のプロセスをフロー化し、研究

課題の管理を一元化することとした。 

＜倫理委員会における報告の流れ（案）＞の説明。 

① 現在申請については臨床研究センターまたは研究代表者が個別に施設長（以下、「院長」）へ報

告、許可を受けている。 

② 中央倫理審査委員会の審査結果が機構本部より関係者へメールで送信されてくるが、報告タイ

ミングが研究課題ごととなっており、一元管理ができていなかった。今後は倫理委員会で機構

本部からの審査結果をもとに一元管理し、倫理委員会で機構本部から報告のあった承認課題に

ついて随時報告する。 

③ ②の報告をもって院長に対する申請の許可、審査結果報告・許可、実施の適否許可とする案で

ある。 

④ 報告手段は、倫理委員会で「中央倫理審査委員会承認課題（審査結果）について」を資料配付

し、報告する。倫理委員会院長決裁をもって、院長報告とする。 

⑤ 院長報告後、研究申請者または事務部門で審査結果通知書（許可/不許可申請）を返送する処理

も今後の流れに加え、一元管理する。 

 

一元化はとてもよいことと思うが、申請時のプロセスについて院長への報告・許可がなく「倫理委員

会報告をもって申請の許可とする。」となっている。申請時のプロセスについては院長を含め再度検

討する必要があるのではないか。（當間委員長、安達副委員長） 

現在は申請時に各研究責任者が施設長院長に申請報告を必ず行っている。（谷口センター長） 
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申請時の院長報告について、「研究代表者の場合は、代表者が直接院長報告する。」というプロセスに

変更したほうが良いのでは。 

申請時のプロセスを修正し、院長を含め再度検討しなおすこととなった。 

 

5. 倫理審査認定制度申請結果について（櫛田管理課長より） 

・平成 27年度の認定審査結果報告（認定せず）がおこなわれた。 

認定されなかった理由について説明があった（新規件数が年 100件程度必要、他） 

審査件数については平成 25 年、26 年の審査件数も対象となっているため、今年度も認定条件をク

リアするのは難しい状況である。 

・平成 26年度、27年度認定施設の紹介。（資料より） 

 

認定されないという結果となっても、今後の体制維持のためにも認定審査を受けることは必要なの

なのではないか。（安達副委員長） 

今後も認定審査にむけて取り組んでいく。 

 

6. その他 

・次回倫理委員会は 6月 21日（火）16：00～ 

 

以上 


