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国立病院機構 相模原病院 2016年度 第 11 回倫理委員会 議事概要 

 

 

【日 時】2017年 3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 

（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）齋藤生朗 

 

【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 10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。 

 

No.1 

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 

 

3. 審議課題（申請課題 合計 13課題） 

No.1 

受付番号 倫理 2016年度-064（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 花粉症に関連した全身型果物・野菜アレルギー症例の検討 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規研究。花粉症関連果物アレルギー症候群（PFAS）は、通常咽頭にのみ症状

を生じる症候群であるが、時に皮膚・呼吸器・消化器症状など全身症状を生じること

がある。そのような症例に関する情報は限定的であることから、当該症例の収集およ

び関連アレルゲンの探索を行うもの。季節性アレルギー性鼻炎症状を有し、かつ果

物・野菜摂取により即時型全身症状が誘発された児を対象に情報収集および検査を行

う。採血という軽微な侵襲があり得るが、通常採血量+3ml（計 7mlほど）であること

から特に問題はない。科学的・倫理的に問題はないが、以下の確認をお願いする。 
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１）「様式 0」で、■介入を伴わない・■後向き研究、が選択されている。本研究へ

の協力をお願いする患児に関する臨床情報・問診結果など全てを、カルテベース

で後方視的に収集、解析するだけなのか？ 今後、新規に診療する患児にもお願

いする、あるいは問診・採血検査・皮膚テストなどが新たに行われる可能性があ

るのか？ 申請書一式を拝見すると後者であると思われる。そうであるならば、

「前向き研究」にもチェックを入れるべきである。  

２）「様式 0」「研究の種類」では、「カルテ調査」も選択されたし。 

３）「様式 1」「（2）対象及び方法」「【方法】」「１）調査・問診内容」「④現在除去し

ている果物・野菜、摂取できている果物・野菜」の「摂取できている果物・野

菜」は、ア）かつて全身症状を誘発していた果物・野菜で現在摂取できているも

のを指すのか？ イ）それとも摂取できる全ての果物・野菜を調査するのか？ 

恐らくア）であろうと推測するが、もし、そうであれば、問診票に記入欄を設け

た方がよかろう。  

４）「様式 9」1ページ、「（2）研究計画」の「共同研究機関名・責任者名」の、ただ

し、は削除すること。 同 2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」では、「や組織」を削除すること。また同項目では、利益に言

及する文章がないこと、また不利益に関する文章が矛盾している。「不利益は、

検査時の痛み・・が挙げられます。」⇔「現時点で想定される不利益はありませ

ん。」 修正すべし。 

同 3ページ、「（７）研究から生じる知的財産権について」の「提供された血液や

組織や」の「組織や」を削除すること。 

 

申請者に報告したところ 

１）について、研究内容に「前向き研究」の部分もあることから、適切に修正され

た。 

２）について、適切に修正された。 

３）については、「かつて全身症状を誘発していた果物・野菜で現在摂取できている

もの」を指す。調査用紙に「現在摂取できている果物・野菜」欄が追加された。 

４）について、適切に修正された。また、本研究については、同意を取り消す期日は

設けないことから、様式 9の「研究への協力について」の「同意を取り消したい

場合は、診療情報や血液を提供してから６ヶ月までにご連絡ください。」文言を

申請者自身の判断で削除した。 

問題ない。 

 

No.2 

受付番号 倫理 2016年度-065（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター 研究員 上出 庸介 

課 題 名 アスピリン誘発時における喘息患者の血漿中 microRNA網羅解析に関する研究 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規前向き研究の申請。アスピリン喘息/非アスピリン喘息患者におけるアス

ピリン負荷前後の血漿中 microRNAの変化を網羅的に解析する。科学的問題はなく、

倫理的にも、明らかにアスピリン喘息患者ではない症例に負荷試験を行う研究計画で

はないことから、特に問題はないと考えられる。ただし、以下の事項の確認・修正を

お願いする。 

１）そもそも、対象症例が明確に示されていない。かつてアスピリン全身負荷を行っ

た症例の血漿が保存されており、それを用いて新たに microRNA解析を行うとい

う意味において、前向き研究（「様式 0」）が選択されていることは理解できる。

しかしながら、「実地計画書」4、5、7ページに記述されている適格基準「日常

診療で（1）の方法に準じてアスピリン負荷試験を行う予定の患者」と、同書式
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12ページ「11.有害事象発生時の取扱い」に記述されている「本研究は既存検体

と、診療情報のみを用いる後向き観察研究であり、本研究に起因する有害事象が

発生する可能性はない。」あるいは情報公開用文書「アスピリン喘息患者さんの

保存検体と臨床情報の研究利用に関するお知らせ」に記述されている「・・・す

でに同意を得て血漿（血液の成分）が保存されている患者さんを対象とし

て・・・」は、明らかに矛盾している。過去保存された血漿のみを用いて解析を

進めるのか、新たな症例追加を考えているのか、明確に示されたい。   

２）「様式 1」および「実地計画書」に記されている適格基準「過去 15年以内に当院

で気管支喘息の診断がなされた患者」という記述は曖昧であるから、起点時期を

明確に示されたい。 

３）「様式 1」「4 概要」「実施場所及び実施期間」で、実施場所が「国立病院機構相

模原病院アレルギー科病棟」と記されている。「アレルギー科病棟」は正式な名

称なのか確認願いたい。もし正式な名称でなかった場合には、「・・・病棟」あ

るいは「・・・5北病棟」で良かろう。  

４）過去アスピリン負荷試験時の保存血漿が存在するのか？ 

５）本研究において遺伝子情報そのものを取扱うわけではないので、「研究計画書」

の「17.遺伝情報の開示に関する考え方」「18.遺伝カウンセリングの必要性及び

その体制」の各項目は不要である。 

６）「患者さんへ（説明および同意文書）」「3.この研究の目的」においては、非アス

ピリン喘息（ATA）患者へも協力をお願いするのであるから、ATAとの比較をす

る旨言及されたい。  

７）「研究計画書」「患者さんへ（説明および同意文書）」の研究期間は「倫理委員会

承認後～」と修正すべし。 

８）上記指摘事項も勘案し、「患者さんへ（説明および同意文書）」「6.予測される利

益と起こるかもしれない不利益」の記述を再考されたい。直接的利益がなけれ

ば、そのことも記述すべきである。 

 

１）～８）について、各指摘に対する回答及び修正内容が様式 0に記載されている。 

１）について。対象症例は、新たな症例追加と過去保存された血漿を用いて解析を進

める。対象症例についての説明が、各申請書類で明確になっている。 

２）について、「過去 15年以内」を「2002年 4月以降」とした。明確になりわかり

やすくなった。 

３）について、「国立病院機構相模原病院病棟」に変更した。 

４）について、過去に臨床研究としてアスピリン負荷試験時に採取した血液検体の残

検体がある。 

５）について、遺伝子に関する各項目を削除した。 

６）について、「患者さんへ（説明および同意文書）」3ページ、「３この研究の目

的」の文面を変更した。 

７）について、「研究計画書」「患者さんへ（説明および同意文書）」の研究期間を

「倫理委員会承認後」とした。 

８）について、適切に修正された。 

問題ない。 

 

No.3 

受付番号 倫理 2013年度-2013070912（承認済変更） 

申 請 者 統括診療部 小児科医師 浅海 智之 

課 題 名 小児のスギ花粉症に対する急速免疫療法の有効性と安全性に対する研究 

判 定 承認 
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審議内容 承認済前向き観察研究の変更申請。すでに研究協力に関する同意書が得られている

患児/代諾者から再同意を得ようというもの。変更内容は、①鳥居薬品にて残血清を

用いて特異的 IgG、IgE blocking factor等を測定すること、②共同担当者の変更、

③当該研究に関する掲示内容の追加、である。科学的・倫理的問題はないが、以下の

点について確認をお願いする。 

１）ア）これまで協力いただいた症例の残血清を用いての追加解析なのか？ イ）今

後、新たに協力いただく症例も想定しているのか？  

２）ア）のみであった場合：同意書があり、残血清を用いた追加研究の可能性に関し

ての同意も得られていた場合においては、添付の「吸入抗原の免疫療法に関する

残血清使用についてのご案内」の提示のみでも可だと思われるが、申請者が「様

式 0」で示しているように文書同意取得を否定するものではない。ただし、文書

による説明および文書による再同意を得たいのであれば、「ご協力のお願い（説

明文）」に追加すべきは共同研究機関名・責任者名（鳥居薬品・・・）だけでは

なく、追加測定項目である。同書式の 3ページ、「方法：」に記載がある「IgE抗

体など」⇒「IgE抗体・IgG抗体・IgE blocking factor 等」とすればよかろ

う。すでに研究協力の意思表示をしておられる患者さんに、研究計画書の追記/

変更をより正確に伝えることが重要であるという事である。質問があれば口頭

で回答すればよい。 

３）イ）の場合：新規同意取得に際して、「ご協力のお願い（説明文）」は、２）によ

る追記/変更文書と同じもので構わない。 

４）「研究計画書」「研究期間」の平成 25年を削除 すること。本研究が開始された年

を記載してあるのかも知れないが、本申請による変更内容を含めた研究は、倫理

委員会（院長）承認後から開始されるべきだからである。もちろん、変更申請前

の研究に関しては今回の変更申請承認前であっても継続して差し支えない。 

５）過去の倫理委員会では特に問題にならなかったのかも知れないが、以下の修正を

お願いしたい。 

●「ご協力のお願い（説明文）」に記載されている「組織」を削除願います。 

●「同意撤回通知書」に記載されている「や遺伝子」を削除願います。 

申請者に報告したところ 

１）、２）、３）については、イ）である。今後、新たに協力いただく症例も想定して

いる。 

４）について、研究期間は「倫理委員会承認後」とした。 

５）について、適切な修正が行われた。 

問題ない。 

 

No.4 

受付番号 倫理 2015年度-2015062302（承認済変更） 

申 請 者 統括診療部 小児科医師 浅海 智之 

課 題 名 ダニに対する急速免疫療法の治療群と対照群の効果の比較 

判 定 条件付き承認 

審議内容 承認済前向き観察研究の変更申請。すでに研究協力に関する同意書が得られている

患児/代諾者から再同意を得ようというもの。変更内容は、①鳥居薬品にて残血清

を用いて特異的 IgG、IgE blocking factor等を測定すること、②共同担当者の変

更、③当該研究に関する掲示内容の追加、である。科学的・倫理的問題はないが、

以下の点について確認をお願いする。 

１）ア）これまで協力いただいた症例の残血清を用いての追加解析なのか？ イ）
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今後、新たに協力いただく症例も想定しているのか？ 

２）ア）のみであった場合：同意書があり、残血清を用いた追加研究の可能性に関

しての同意も得られていた場合においては、添付の「吸入抗原の免疫療法に関

する残血清使用についてのご案内」の提示のみでも可だと思われるが、申請者

が「様式 0」で示しているように文書同意取得を否定するものではない。ただ

し、文書による説明および文書による再同意を得たいのであれば、「ご協力の

お願い（説明文）」に追加すべきは共同研究機関名・責任者名（鳥居薬品・・・）

だけではなく、追加測定項目である。「IgG抗体・IgE blocking factor 等」

の追加測定に言及されたい。すでに研究協力の意思表示をしておられる患者さ

んに、研究計画書の追記/変更をより正確に伝えることが重要であるという事

である。質問があれば口頭で回答すればよい。 

３）イ）の場合：新規同意取得に際して、「ご協力のお願い（説明文）」は、２）に

よる追記/変更文書と同じもので構わない。 

４）過去の倫理委員会では特に問題にならなかったのかも知れないが、以下の修正

をお願いしたい。 

●「ご協力のお願い（説明文）」の 1 ページに記載されている「同意撤回申込書」

は「同意撤回通知書」に修正すること。 

●「ご協力のお願い（説明文）」の 1ページ、「同意を取り消したい場合は同意の日

から 1 ヶ月後までにご連絡ください。」を削除願います。大原則として同意撤回は

いつでも可能でなければなりません。研究結果発表後の撤回（発表内容の変更）が

不可であることに関しては同意を得ているわけですが、いわゆる連結可能匿名化に

よる情報の再構築ができるのであれば、関係情報を削除しうるからです。同意撤回

の期日を明確に示す場合というのは、いわゆる連結不可能匿名化を行う時期が明確

な場合です。遡及できない関連情報は削除できるはずがありません。もし、本研究

における各情報が確実に連結不可能匿名化されるのであれば、この記載を残しても

構いませんが、その場合には第 3者による連結不可能匿名化が必要です。 

 

申請者に報告したところ 

１）、２）、３）については、イ）である。今後、新たに協力いただく症例も想定し

ている。 

４）について、適切な修正が行われた。 

 

研究課題名について（谷口センター長より） 

「ダニに対する」は「ダニアレルギーに対する」が正しいのではないか。 

 

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。 

課題名を「ダニアレルギーに対する急速免疫療法の治療群と対照群の効果の比較」 

に変更する。関連する文書や登録内容における課題名も変更すること。 

 

No.5 

受付番号 倫理 2016年度-066（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 小児科医師 浅海 智之 

課 題 名 吸入抗原に対する免疫療法の機序解明の前向き研究 

判 定 条件付き承認 

審議内容 未承認新規前向き研究申請。吸入抗原（スギ・ダニ）に対して行われている舌下免

疫療法の効果判定に関連するかも知れない特異的 IgE抗体及び特異的 IgG抗体/IgE 

blocking factor 等の測定を行うことにより、免疫療法のメカニズムを解明するこ
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とを目的としている。科学的問題はないが、倫理的に問題がある。以下の事項に関

して修正を求める。 

１）「研究計画書」「研究背景・目的」の「・・・しかし、しかし、・・・」、2 回目の

「しかし、」を削除すべし。 

２）「同意説明文書」1 ページの文章「同意を取り消す場合には、同意撤回申込書を

ご使用ください。」⇒「・・・同意撤回通知書を・・・」に修正すること。同意

撤回は申し込みではなく、一方的通知で良い。 同最下段の文章「同意を取り

消したい場合は同意の日から 1ケ月後までに御連絡下さい。」を削除すること。

大原則として同意撤回はいつでも可能でなければならない。研究結果発表後の

撤回（発表内容の変更）が不可であることに関しては同意を得ているわけだが、

いわゆる連結可能匿名化による情報の再構築ができるのであれば、関係情報を

削除しうるからである。同意撤回の期日を示さなければならない場合とは、い

わゆる連結不可能匿名化を行う時期が明確な場合である。遡及できない関連情

報は削除できるはずがないからである。もし、本研究における各情報が確実に

連結不可能匿名化されるのであれば、この記載を残しても構わないが、その場

合には第 3者による連結不可能匿名化が必要となる。 

申請者に報告したところ 

１）、２）ついて、適切に修正及び削除されている。 

 

研究課題名について（谷口センター長より） 

「吸入抗原に対する」は「吸入抗原アレルギーに対する」が正しいのではないか。 

 

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。 

課題名を「吸入抗原アレルギーに対する免疫療法の機序解明の前向き研究」に変更

する。関連する文書や登録内容における課題名も変更すること。 

 

No.6 

受付番号 倫理 2016年度-067（未承認新規） 

申 請 者 統括診療部 小児科医師 浅海 智之 

課 題 名 吸入抗原に対する免疫療法の機序解明の研究 

判 定 条件付き承認 

審議内容 未承認新規申請研究。吸入抗原（スギ・ダニ）に対して行われている免疫療法の

効果判定に関連するかも知れない特異的 IgG抗体/IgE blocking factor 等の測定

を行うことにより、免疫療法のメカニズムを解明することを目的としている。科

学的問題はない。当該疾患患児/家族から同意を得て保存されている血清を用いて

の解析である。オプトアウトが適切に表示されれば倫理的問題はない。 

 

研究課題名について（谷口センター長より） 

「吸入抗原に対する」は「吸入抗原アレルギーに対する」が正しいのではないか。 

 

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。 

課題名を「吸入抗原アレルギーに対する免疫療法の機序解明の研究」に変更する。

関連する文書や登録内容における課題名も変更すること。 
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No.7 

受付番号 倫理 2016年度-068（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 乳児の即時型牛乳アレルギーに対する牛乳少量摂取の 3次予防効果のランダム化

比較試験による検証 

判 定 条件付き承認 

審議内容 未承認新規申請。乳児の即時型牛乳アレルギーに対する早期からの牛乳少量摂取

による３次予防（早期耐性獲得）効果を検証するためのランダム化介入研究。科

学的・倫理的に問題はないが、以下の事項に関して確認・修正を求める。 

１）「様式 1」によると、牛乳完全除去期間において、その他の食物抗原に対する

OFC（食物経口負荷試験）を行うとの記載があるが、その目的及び根拠につい

て説明を求める。 

２）「ご協力のお願い（説明文）」に記載されている「同意撤回申込書」は「同意

撤回通知書」に修正すること。 

３）「ご協力のお願い（説明文）」に記載されている「同意を取り消したい場合は

診療情報や血液を提供してから６ヶ月までに御連絡下さい。」を削除するこ

と。大原則として同意撤回はいつでも可能でなければならない。研究結果発

表後の撤回（発表内容の変更）が不可であることに関しては同意を得ている

わけだが、いわゆる連結可能匿名化による情報の再構築ができるのであれ

ば、関係情報を削除しうるからである。同意撤回の期日を示さなければなら

ない場合とは、いわゆる連結不可能匿名化を行う時期が明確な場合である。

遡及できない関連情報は削除できるはずがないからである。もし、本研究に

おける各情報が確実に連結不可能匿名化されるのであれば、この記載を残し

ても構わないが、その場合には第 3者による連結不可能匿名化が必要とな

る。 

４）「ご協力のお願い（説明文）」「（2）研究計画」「共同研究機関名・責任者名」

に記載されている「ただし、」を削除すること。 

 

申請者に報告したところ 

１）について、様式 1の３ページに追記が行われた。しかし、「その他の食物抗原

に対する食物経口負荷試験（OFC）」についての説明が不足しているため、申

請者に問い合わせを行った。申請者から以下の回答があった。 

「その他の食物抗原に対する食物経口負荷試験（OFC）」は、これから離乳食

等が開始されるにあたり、他の食物は大丈夫かどうかを調べる目的で行う。

「その他の食物抗原」とは、卵、大豆、小麦の３つで、OFCにより安全性の

確認を行う。 

２）について、適切に修正が行われた 

３）について同意撤回はいつでも可能であることとし、指摘文言の削除を行っ

た。 

４）について適切に修正が行われた。 

 

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。 

通常摂取群における牛乳完全除去期間に行われる「その他の食物抗原に対する食

物経口負荷試験（OFC）」の理由と、「その他の食物抗原」についての具体的な説明

を明記すること。 
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No.8 

受付番号 倫理 2016年度-069（未承認新規） 

申 請 者 かわしま神経内科クリニック 院長 川嶋 乃里子 

課 題 名 診断後の認知症本人向け講習の効果 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規申請。認知症患者本人および家族に対する講習が、病気の理解と今後の生

活に有用かどうかを検証する前向き研究。受講後６ヶ月後の患者の社会資源利用や

社会参加の状態を聞き取り調査するもの。科学的・倫理的問題はないが、以下の項目

に関して修正をお願いする。 

１）共同担当者である長谷川一子の所属施設が、「国立相模原病院」と記載されてい

る箇所が複数ある。「国立病院機構相模原病院」に修正すること。 

２）「同意書」「＜説明を受け理解した項目＞」「1.研究の目的、意義、方法。 （→

目的、方法の概要を記載すること）」の下線部分を削除すること。 

申請者に報告したところ 

１）について適切に修正が行われた。 

２）について、指摘下線部分が削除され、「研究の目的、意義、方法」の概要が追記

された。 

問題ない。 

 

No.9 

受付番号 倫理 2016年度-071（未承認新規） 

申 請 者 かわしま神経内科クリニック 院長 川嶋 乃里子 

課 題 名 診断後の認知症本人向け講習の効果 Ver.2 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規申請である倫理 2016 年度-069 の変更申請として同時期に申請されてい

る。しかしながら、講習形態・アンケート内容が大きく異なっていること、新たにケ

ース/コントロール研究となっていることから、倫理 2016 年度-069 データとの統合

は不可能である。新規申請研究（倫理 2016年度-071？）として審議すべきであると

考える。 

科学的・倫理的問題はないが、以下の項目に関して修正をお願いする。 

１）共同担当者である長谷川一子の所属施設が、「国立相模原病院」と記載されてい

る箇所が複数ある。「国立病院機構相模原病院」に修正すること。 

２）「同意書」「＜説明を受け理解した項目＞」「1.研究の目的、意義、方法。 （→

目的、方法の概要を記載すること）」の下線部分を削除すること。 

 

申請者に報告したところ 

本研究を新規申請研究とした。（受付番号：倫理 2016年度-071） 

１）について適切に修正が行われた。 

２）について、指摘下線部分が削除され、「研究の目的、意義、方法」の概要が追記

された。 

問題ない。 
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No.10 

受付番号 倫理 2016年度-050（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 福冨 友馬 

課 題 名 保湿剤や軟膏に添加されたパラベン類の経皮吸収と使用者の腸内細菌叢に与える影

響 

判 定 承認 

審議内容 承認済変更申請。パラベン類の経皮吸収と腸内細菌叢に与える影響を調査する研究。

2017 年１月、当該研究に係る外部評価委員からのコメントを受けての変更申請。試

験スケジュールの変更および検査項目の追加が行われている。当委員会として先述

の変更については把握できるが、その理由に関しては情報がない状態である。変更理

由の骨子についての説明を求めたい。外部委員からの意見の概略を示されたい。 

 

申請者に報告したところ、回答として変更理由の詳細が様式 0に追記された。 

研究計画書等、申請書類がすべて赤字で追加変更されており、変更の趣旨と内容が明

確にわかるようになった。 

問題ない。 
 

No.11 

受付番号 倫理 2016年度-070（未承認新規） 

申 請 者 臨床研究センター 診断・治療薬開発研究室長 福冨 友馬 

課 題 名 尿中パラベン類・トリクロサン濃度の日内・週内変動に関する研究 

判 定 承認 

審議内容 未承認新規申請。多くの日常生活用品に含まれているパラベン類などの防腐剤に暴

露された場合における尿中関連物質の日内・週内変動を明らかにする研究。日常生活

における尿中当該物質濃度を測定するもの。科学的・倫理的に問題はない。 
 

No.12 

受付番号 倫理 2013年度-2014011405（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 福冨 友馬 

課 題 名 成人食物アレルギーの新しい血清学的診断手法と感作プロファイル解析 

判 定 承認 

審議内容 承認済変更申請。保存血清と診療録および種々の測定方法を行うことにより、特異的

IgE抗体価測定診断能力を比較検討する研究。研究期間の延長が申請されている。科

学的・倫理的に問題はない。 
 

No.13 

受付番号 倫理 2013年度-2013100816（承認済変更） 

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 鶏卵、牛乳、小麦アレルギー児に対する外来経口免疫療法 

判 定 承認 

審議内容 承認済変更申請。鶏卵・牛乳・小麦アレルギーに対する経口免疫療法に関する研究。

研究期間の延長および研究指針の改正に伴う記述の変更申請。科学的・倫理的に問題

はない。 
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4. 中央倫理審査委員会承認課題について（事務局より） 

3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。 

 

5. その他 

（當間委員長）次年度より倫理委員会での手順や申請書様式の変更が予定されている。申請者全員

が周知しきれていない場合がある。それによって提出資料の書き直しが発生することが予想され

る。一番大事なのは終了報告と継続審査の提出と思われる。研究実施期間が 1 年経過したところ

で報告書の提出を求めることとなっているが、対象研究はどこから始めるのか。 
 

（事務局）1年前にさかのぼり提出を求めます。 
 

（當間委員長より）症例報告も対象とするのか。 
 

（事務局）倫理委員会申請された研究課題を対象とし、症例報告に関しては、申請されたものに対

しては提出してもらう予定です。 
 

（當間委員長）症例報告については、倫理委員会申請をしている症例報告は一握りのはずである。

この先症例報告の倫理審査申請件数が増えるなど、管理が煩雑となる可能性はあるが、まずはこ

の方針で開始させていただきたい。 
 

次回倫理委員会は 4月 18日(火)16：00～ 

 

以上 


