
1 
※□をチェック，または■にすること。 

疫 学 研 究 許 可 申 請 書 

 

申請日：平成２５年 ３月１８日 

改訂日：平成２５年 ３月２８日 

改訂日：平成２５年 ５月２１日 

改訂日：平成２５年 ５月２３日 

改訂日：平成２５年 ６月２５日 

（改訂日は，改訂履歴を残し，改訂のたびに追加すること） 

 

 

受付番号：           

自治医科大学学長 殿 

 

下記のとおり申請致します。 

研究責任者：所属  眼科         

職名  学内講師       

氏名  髙橋 秀徳   印  

所属長：職名  教授         

氏名  川島 秀俊   印  

 

 

（枠にこだわらずに，分量自由で記載すること） 

 

１．研究課題名 

     眼内液組成解析                            

自治医科大学単独での研究 

自治医科大学を主管校とする多施設共同研究（東京厚生年金病院） 

他施設を主管校とする多施設共同研究（全施設名を列挙またはリストを添付） 

 

 

２．研究分担者（上記の研究責任者の氏名は記載する必要はありません。学外の共同研究者は「9．共

同研究機関」に記載してください。） 

所属： 眼科         

職名： 教授       氏名： 川島 秀俊                   

所属： 糖尿病センター眼科  

   職名： 教授       氏名： 佐藤 幸裕                   

所属： 眼科         
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職名： 非常勤医員    氏名： 竹澤 美貴子                  

所属： 眼科         

職名： 助教       氏名： 大河原 百合子                 

所属： 眼科         

職名： 病院助教     氏名： 佐藤 彩                    

所属： 眼科         

   職名： 臨床助教     氏名： 大久保 裕子                  
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３．添付書類 

 被験者への説明文書   同意書（様式） 

多施設共同研究の場合： 

全国等共通プロトコール  主管校（本学以外）の倫理委員会承認通知書（写） 

調査票（名称：                         ） 

その他（名称：試料解析を委託するフィルジェン株式会社の概要・東京厚生年金病院説明同意書） 

 

 

４．研究実施計画 

 (1)研究の背景 

加齢黄斑変性は先進国の失明原因の第一位であり、抗血管内皮増殖因子(VEGF)抗体眼内投与が第一選択

である。その他多くの眼内血管新生に抗 VEGF 抗体が投与されるが、眼内には VEGF のみならず多くの

サイトカインまた他の物質が存在し、病態及び治療反応性に関係することが解明されつつある。 

 (2)研究の目的 

眼科疾患と眼内液組成の関連及び治療反応性との関連を検討し、より正確で速い診断、より効果的で副

作用の少ない治療につなげる。 

 (3)研究の内容，方法 

  1)研究のデザイン 

多施設共同記述疫学研究 

  2)研究のアウトライン 

薬物の眼内投与を行う患者及び眼科手術を行う患者のうち研究目的の眼内液採取に同意を得られた者の

みを対象とする。薬物投与時に注射針や刀を用いて眼内液を抜き眼圧調整を行うが、それを注射筒を用

いて量が分かるように採取し、凍結保存する。手術時は眼内液を全置換するがその一部を採取し、凍結

保存する。病態あるいは治療反応性の特異な症例の眼内液組成をそれ以外の眼内液組成と比較し検討す

る 。 測 定 項 目は Beta NGF/NGFB, IL-15, CD40 ligand, IL-16/LCF, EGF, IL-17A/CTLA8, 

ENA-78/CXCL5, IL-17F/ML-1, Eotaxin/CCL11, IL-20, FGF basic, IP-10/CXCL10, Fractalkine, 

ITAC/CXCL11, G-CSF/CSF-3, Leptin/LEP, GM-CSF/CSF-2, MCP-1/CCL2, GRO alpha/CXCL1, 

MCP-3/CCL7, IFN alpha2, MCSF/CSF-1, IFN beta, MIG/CXCL9, IFN gamma, MIP-1 alpha/CCL3, 

IL-1 alpha, MIP-1 beta/CCL-4, IL-1 beta, MIP-3 alpha/CCL20, IL-1RA/IL1R1, PAI-1/Serpin E1, IL-2, 

PDGFBB, IL-4, RANTES/CCL5, IL-5, Resistin/ADSF, IL-6, SAA, IL-7, TGF alpha, IL-8/CXCL8, TGF 

beta1, IL-9, TNF alpha, IL-10/CSIF, TNF beta, IL-12( p40), TRAIL/TNFSF10, IL-12(p70), VEGF-A, 

IL-13, Adiponectin, IL-31, BDNF, LIF, BLC/CXCL13, MIF, BlyS/BAFF/CD257, MPO, CTACK/CCL27, 

OPG, E-selectin/CD62E, OSM, Eotaxin2/CCL24, PIGF-1, Eotaxin3/CCL26, RANKL/TNFSF11, 

FAS/TNFRSF6, SAP/Pentraxin2, FAS Ligand/TNFSF6, SCF/MGF, Granzyme B, 

SCGF-beta/CLEC11A, ICAM-1/CD54, SDF-1/CXCL12, IFN omega/IFNW1, SLP1, IL-2 RA/CD25, 

Survivin/BIRC5, IL-3, TNFR Ⅰ /TNFRSF1A, IL-21, TNFR Ⅱ /TNFRSF1B, IL-22/IL-TIF, 

TPO/Thrombopoietin, IL-23 p19, TSLP, IL-27, VCAM-1/CD106, IL-29, MMP-1, MMP-3, MMP-7, 
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MMP-8, MMP-9, MMP-12, MMP-13, IL-6, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-25, IL-33, sCD40L,総 IgG, 

風疹 IgG, トロンビンである。 

3)治療に関する規定 

なし。 

 (4)評価項目 

  1)主要評価項目 

上記 2)研究のアウトラインに記載の各物質濃度 

  2)副次的評価項目 

臨床経過 

 

(5)予想される医学上の貢献 

病態及び治療効果と各種眼内物質濃度の関連が分かれば、各種眼内物質濃度を利用した診断及び治

療効果予測が可能となる。 

 

(6)研究の対象者（被験者） 

  1)対象者種別および人数 

   健常者（約     人[そのうち本学の対象健常者 約    人]） 

    具体的に対象とする者：                     

患 者（約１５７０ 人[そのうち本学の対象患者  約３６０ 人]） 

 具体的疾患名：脈絡膜新生血管・網膜静脈閉塞症・糖尿病網膜症・中心性漿液性網脈絡膜症・

白内障・緑内障・網膜剥離・黄斑前膜  

自治医科大学附属病院の外来患者 

自治医科大学附属病院の入院患者 

上記以外の施設（施設名： 東京厚生年金病院     ）の外来患者 

上記以外の施設（施設名： 東京厚生年金病院     ）の入院患者 

   その他（約     人[そのうち本学の対象者   約    人]） 

具体的に対象とする者：                      

 

 2)対象者年齢 

   限定なし   限定あり（   歳 ～   歳） 

 

 3)性別 

   男   女   両者 

 

  4)対象者の募集方法 

   対象候補となる者に直接依頼 

インターネットへの情報公開またはポスター掲示による募集 

  （ポスター掲示場所：                ） 
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その他（                         ） 

   対象者の募集は行わない 

 

 (7)研究実施場所 

自治医科大学附属病院眼科外来・自治医科大学附属病院眼科病棟・東京厚生年金病院眼科外来・東

京厚生年金病院眼科病棟 

 

 (8)研究実施期間 

      承認されてから平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日 まで 

 

 

 (9)研究資金 

   講座研究費 

委託研究費（委託元［具体的に］：                     ） 

科学研究費補助金（種目［具体的に］：                     ） 

   その他（               ） 

 

 

５．インフォームド・コンセント 

(1)説明 

   説明文書を用いて口頭で説明する。 

   口頭のみで説明する。 

   口頭で説明はせず，説明文書のみを渡す。 

   口頭で説明はせず，説明文書も渡さない。 

     その理由と対応策：東京厚生年金病院の対象者は添付の様式で眼内液の研究目的使用に既に

同意が得られている。患者の体験は同じで検体の処理のみが異なることから、説明はしない。対策とし

て東京厚生年金病院で情報公開する。 

 

(2)同意 

   文書による同意を得る。 

   口頭の同意を得る。 

調査票などの提出をもって同意とみなす。 

文書による同意も，口頭の同意も得ない。 

     その理由と対応策：東京厚生年金病院の対象者は添付の様式で眼内液の研究目的使用に既に

同意が得られている。患者の体験は同じで検体の処理のみが異なることから、同意は取得しない。対策

として東京厚生年金病院で情報公開する。 

 

 (3)代諾者の選定 
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代諾者をおく。 

    代諾者をおく理由： 未熟児網膜症やコーツ病など未成年に発症する疾患がある。     

被代諾者の種類 

    未成年（ 16 歳未満  16 歳以上 20 歳未満） 

     未成年であっても 16 歳以上の場合は代諾者とともに本人の承諾も得る。 

    認知症等で本人の意思が確認できない成人 

    死者 

    その他（                ） 

   代諾者の種類 

    親権者  配偶者  成人の子  成人の兄弟姉妹または孫 父母 

    祖父母  同居の親族またはそれらの近親者に準ずると考えられる者 

後見人  保佐人  その他（                ） 

 

   代諾者をおかない。 

 

６．研究に使用する資料・試料 

 (1)資料・試料の収集 

  1)既存の資料等 

   既存の資料等を使用する。 

病歴書： 医師用  看護師用  その他（                  ） 

血液検査： 末梢血  生化学  その他（                  ） 

画像診断： X 線  CT  MRI  その他（ 光干渉断層計・眼底写真    ） 

生理学検査： 心電図  脳波  肺機能  その他（            ） 

手術の記録： 術者用  麻酔医用  看護師用  その他（         ） 

病理学検査： 細胞  組織  その他（                ） 

感染症検査： 細菌  ウイルス その他（                ） 

質問紙調査：測定尺度名（                             ） 

染色体検査： 生殖細胞  腫瘍細胞  その他（                ） 

その他（                      ） 

 

既存の資料等は使用しない。 

 

  2)新たな資料等 

新たな資料を収集する。 

病歴書： 医師用  看護師用  その他（                  ） 

血液検査： 末梢血  生化学  その他（                  ） 

画像診断： X線  CT  MRI  その他（ 光干渉断層計・眼底写真     ） 

生理学検査： 心電図  脳波  肺機能  その他（            ） 
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手術の記録： 術者用  麻酔医用  看護師用  その他（         ） 

病理学検査： 細胞  組織  その他（                ） 

感染症検査： 細菌  ウイルス その他（                ） 

質問紙調査：測定尺度名（                             ） 

染色体検査： 生殖細胞  腫瘍細胞  その他（                ） 

その他（                    ） 

 

新たな資料は収集しない。 

 

  3)試料（ヒト組織等） 

既存の試料を使用する。 

  使用する試料の種類：眼内液（2013年 2月 28日時点で東京厚生年金病院のみに 393名 1118

検体存在） 

     被験者の同意の有無 

同意あり（同意を得た時の説明書等を添付） 

同意なし（ 研究承認後新たに同意を得る  新たに同意を得る予定はない） 

  新たに同意を得ない理由：                        

既存の試料は使用しない。 

 

   新たに試料を採取する。   健常者   患者 

    血液  採取回数：期間中   回  1 回当りの量：   ml 

骨髄  採取回数：期間中   回  1 回当りの量：   ml 

その他（ 眼内液 ） 採取回数：期間中 １~１２回  1 回当りの量： 0.05~1.5 ml 

試料の採取は，被験者自身の疾病の診断・治療に必要な検査等を実施する際に，付随的に行う

のではなく，本研究を実施するためだけに行う。 

試料の採取は，被験者自身の疾病の診断・治療に必要な検査等を実施する際に，研究に使用す

る量を増量して行う。 

治療で注入する量は 0.05ml であることから 0.05ml のみ眼内液を抜けば眼圧を保てる計算である

が、治療で眼内液を抜く際は眼内スペースが消失しないように見ながら抜いているだけで量を

量っていない。今回の研究のための採取も眼内スペースが消失しないよう同様に抜くので、増

量する訳ではなく、追加の損害は起こりえない。手術時採取に関しては元々全置換するところ

から一部のみ採取するのでこちらも損害は起こりえない。眼内スペースには個人差が大きく、

上記東京厚生年金病院の過去の 1118 検体の量は 0.05 から 1.5 ml であった。 

 

 (2)資料・試料の匿名化 

  資料・試料を匿名化する。 

   連結不可能匿名化   資料・試料の種類：                 

    匿名化の時期： 研究開始時  研究期間中の一定の時期  研究終了時 
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    匿名化の方法：（必ず記載すること） 

                                               

 

   連結可能匿名化   資料・試料の種類： 眼内液・病歴書・血液診断・画像診断      

    匿名化の時期： 研究開始時  研究期間中の一定の時期  研究終了時 

    匿名化の方法：（必ず記載すること） 

            診療録とは異なる ID を割り振り、対照表を別に管理する。         

 連結不可能にしない理由： 解析結果を提供者に通知する  提供後の臨床データが必要 

              その他（                    ） 

 

  資料・試料を匿名化しない。   資料・試料の種類：             

 匿名化しない理由：                            

 

 

 

 

 (3)資料・試料の保存と破棄・廃棄 

  1)保存と破棄・廃棄の基本方針 

   研究終了後，別の目的に使用することを想定して資料・試料を保存する。 

    資料・試料の種類： 眼内液                         

    保存が必要な理由： 異なる方法で測定を行うため               

保存した資料・試料を別の目的に使用する際は，本学倫理委員会に改めて申請し承認を得る。 

保存した資料・試料を別の目的に使用する際に，改めて被験者の同意を得る。 

保存した資料・試料を別の目的に使用する際に，改めて被験者の同意を得ない。 

  改めて同意を得ない理由：                        

    保存場所：                                  

    自治医科大学（具体的な場所：眼科研究室超低温冷凍庫  施錠可能 施錠不可能） 

    共同研究施設（具体的な保存場所：病理部超低温冷凍庫  施錠可能 施錠不可能） 

 

 研究終了後，一定期間（     か月）保存するが，他の目的では使用しない。 

 資料・試料の種類：                            

 

 研究終了後，資料・試料を破棄・廃棄する。 

 

  2)破棄・廃棄の方法 

   オートクレーブ滅菌後焼却 

   シュレッダーにて裁断 

   その他（ USB メモリを物理破壊                        ） 
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  3)被験者から同意の撤回，資料・試料の使用中止の申し出があった場合の対応 

  資料・試料を破棄・廃棄し，以降は研究に使用しない。 

   資料・試料を破棄・廃棄しない。 

    理由： 連結不可能匿名化されている。 

       破棄・廃棄しなくても個人情報が明らかになる恐れが極めて小さい。 

       その他（                             ） 

 

 (4)資料・試料解析の委託 

  外部検査機関等へ資料・試料の解析を委託する。（複数ある場合は各々わかるように記載） 

   解析を委託する資料・試料の種類： 眼内液                  

   外部委託機関名および所在地： フィルジェン株式会社 愛知県名古屋市緑区定納山 1 丁目 1409

番地 

   その際の匿名化の方法： 連結可能匿名化  連結不可能匿名化 

               匿名化しない（被験者の同意が得られている。） 

 

  外部検査機関等へ資料・試料の解析を委託しない。 

 

 (5)試料の登録 

  試料を組織・細胞・遺伝子バンク等へ登録する。 

   登録する試料の種類：                            

   登録施設名および所在地：                          

   その際の匿名化の方法： 連結可能匿名化  連結不可能匿名化 

               匿名化しない（被験者の同意が得られている。） 

 

  試料を組織・細胞・遺伝子バンク等へ登録しない。 

 

 

７．被験者の保護等 

 (1)被験者の自由な選択の保証 

  何ら不利益を受けることなく自由意思で，研究への参加・不参加を選択できること，また，その

研究参加の意思表示を撤回できることを保証する（同意を取得する場合）。 

   （その方法を具体的に記載する。）説明同意書に明記する。 

 

  添付の東京厚生年金病院様式で眼内液の研究目的使用に同意が既に得られている東京厚生年金病

院の対象者は，文書または口頭による同意を得ないで，本研究に関する情報を公開する。 

    本申請書と承認通知書を自治医科大学眼科学のホームページに公開する。 

    本研究についてのお知らせを                       に掲示する。 
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     （掲示する書類を添付，必要事項は「疫学研究に関する倫理指針」を参照のこと） 

        その他（その方法を具体的に記載すること）主管校である本学において本申請承認後、承認

通知書を添付して東京厚生年金病院倫理委員会に同一プロトコール・同一内容東京厚生年金病院様式申

請書にて申請する。その申請書と東京厚生年金病院の承認通知書を東京厚生年金病院のホームページに

公開する。 

 

 (2)被験者のプライバシーおよび個人情報の保護 

被験者のプライバシーおよび個人情報の保護に努める。 

   （その方法を具体的に記載する。連結対応表，同意書等の個人情報の含まれた書類，研究資料・

試料の保管方法と廃棄・破棄方法については詳細に記載する。） 

検査データは研究責任者が連結可能匿名化したうえで研究に使用する。匿名化の対応表及びデータは研

究責任者が眼科学部門においてそれぞれパスワードを設定したファイルに記録し、ＵＳＢメモリに保存

して鍵の掛かるキャビネットに保管する。検査データは研究終了後 USB メモリを物理的に破壊すること

で破棄する。 

 

 (3)被験者の費用負担 

  研究に参加した場合，被験者の費用負担がある。 

   保険診療の範囲内  全額自己負担（負担額：            円） 

   一部自己負担（負担額：        円）  その他（        ） 

 

  研究に参加した場合，被験者の費用負担はない。 

 

 (4)研究に参加した場合に被験者が受ける利益・不利益，危険性 

  利益   あり  内容：眼内液の各種成分の中には診断に使われている物もあり、この研究か

ら結果的に診断につながる場合がある。具体的には眼内リンパ腫におけるインターロイキンと異常高眼

圧におけるいくつかのウイルスである。 

       なし 

  不利益  あり  内容：                             

       なし 

  危険性  あり  内容：                             

       なし 

 

(5)対象者への謝礼 

 あり（具体的に：                ） 

 なし 

 

(6)損失補償 

  本研究の実施によって発生する損失に対する補償がある。 
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   補償の内容：                             

  本研究の実施によって発生する損失に対する補償はない。損失が起こりえないため。 

 

 

８．研究結果 

 (1)研究で得られた個人データの開示 

  個人データを本人に開示する。 

   原則として開示  希望者に開示 

  個人データを本人に開示しない。 

   開示しない理由：                               

 

  個人データを代諾者に開示する。 

   原則として開示  本人の同意を条件として開示  希望者に開示 

  個人データを代諾者に開示しない。 

   開示しない理由：                                

 

 個人データを家族等（遺族を含む）に開示する。 

   原則として開示  本人の同意を条件として開示  希望者に開示 

  個人データを家族等（遺族を含む）に開示しない。 

   開示しない理由：                                 

 

 (2)研究結果の公開 

  研究結果を公開する。 

   公開の方法： 論文発表  学会発表  インターネット掲載 

         その他（                    ） 

  研究結果は公開しない。 

   理由：                                 

 

 (3)特許権等 

  特許権等が発生する可能性がある。 

   その特許権等の帰属先： 

   自治医科大学  研究者個人  その他（ 共同研究機関とその研究者      ） 

  特許権等が発生する可能性はない。 

 

 (4)研究によって得られる利益 

  研究の完成によって得られる企業からの寄付金等の経済的利益（特許によるものを除く）の有無 

  あり その経済的利益の拠出機関（企業名等）：                

       その経済的利益の帰属先： 
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        研究者個人 （     分野＜科，部等＞）  その他（          ） 

  なし。申請時点でそのような約束も示唆もない。 

 

 

９．共同研究機関 

 共同研究機関がある。 国内の機関  外国の機関 

  共同研究機関の名称（多数の場合は別紙に記載し，添付）： 東京厚生年金病院         

  共同研究者 所属・職名・氏名（多数の場合は別紙に記載し，添付）： 眼科・部長・藤野雄次郎 

 

  主管となる機関の名称： 自治医科大学                      

   本研究における主管となる機関の役割（該当する項目はすべて記入） 

    研究の総括  検査  資料・試料の収集・採取 

    その他：具体的に記入（                             ） 

 

   他機関が主管となる場合の当該機関における倫理審査委員会の承認 

    あり（承認通知書のコピーを添付） 

    なし 

 

   本研究における自治医科大学の役割（該当する項目はすべて記入） 

    研究の総括  検査  資料・試料の収集・採取 

    その他：具体的に記入（                             ） 

   外国の機関と共同研究を行う場合に適用する倫理指針の種類 

    日本の倫理指針 

    相手国の倫理指針（国名：              相手国の指針を添付（訳文添付）） 

     相手国の倫理指針を適用する理由：                       

    以下のすべての条件（a~d）を満たす。 

a. 相手国において日本の指針の適用が困難である。 

b. インフォームド・コンセントが得られている。 

c. 個人情報が保護されている。 

d. 相手国において科学的・倫理的妥当性について承認されている。 

    相手国の基準が日本の指針よりも厳格である。 

 

  共同研究機関はない。 

 

 

１０．本研究の問い合わせ先 

 研究実施担当者 

  所属： 眼科                    
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  職名： 学内講師     氏名： 高橋 秀徳           

  電話番号： ０２８５－５８－７３８２               

  学内内線番号： ３５２６     PHS（所有している場合）： ６７９７       

  e-mail： takahah-tky＠umin.ac.jp  
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