
倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ６月 ３日（月）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・術後眼内炎予防法としての抗生剤点眼の前房内投与

（申請者） 眼科 川原 周平 「受付番号 １２１」

４．概 要 術後眼内炎の予防及び減少のためにﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩点眼液の

投与による検討

５．判 定 承 認

【議事録】

多くの医療機関において白内障の手術が施行されているが、発生頻度は低いものの

術後の感染性眼内炎が報告されている。その予防として術中にﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩点眼

液を前房内に投与する方法が簡便性、及び高い安全性が検証され有用であることが示

されている。国内でも鳥取大学、東京女子医科大学、東邦大学などで同方法が用いら

れている。当院においても眼内炎の発生頻度の抑制を図るために行いたい。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。術前の本人・家族への十分な説明を行うことは勿論のこと、同意書を必ず

徴取することを条件とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ６月 １３日（木）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・２型糖尿病患者に対する DPP-4 阻害薬の膵β細胞機能に及ぼす影響に

ついての検討

（申請者） 内科 足立 雅広 「受付番号 １２２」

４．概 要 ２型糖尿病患者に対する投与薬の違いにより膵β細胞保護作用およ

び腎機能に与える影響を比較検討する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、九州大学病院において検討され、承認された

臨床試験事業である。当事業に関し、分担・共同研究機関として実施するための申請

である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ６月 ２４日（月）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・既治療進行非小細胞癌の癌性髄膜炎に対するエルロチニブ第Ⅱ相試験

（申請者） 呼吸器内科 日高 孝子 「受付番号 １２３」

４．概 要 既治療進行非小細胞癌の癌性髄膜炎に対するエルロチニブ治療の有

効性を検証するものである。深索的研究として、髄液内 EGFR 遺伝子

変異測定ならびに、エルロチニブの髄液中濃度、血中濃度を側定する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、九州大学病院において検討され、承認された

臨床試験事業である。当事業に関し、分担・共同研究機関として実施するための申請

である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ６月 ２１日（金）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・糖尿病を合併する消化器疾患患者の実態調査

（申請者） 内科 佐藤 丈顕 「受付番号 １２４」

４．概 要 我が国おける死因第一位は悪性新生物であり、中でも肝臓がんを含

む消化器がんは、主要な死因である。これまで糖尿病が肝臓がんの危

険因子であることを明らかにしてきたが、糖尿病のコントロールと発

がんの関連については十分に解明されておらず、糖尿病の重要度およ

びその治療薬が発がんおよび患者予後におよぼす影響を検討する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、久留米大学病院において検討され、承認され

た臨床試験事業である。当事業に関し、分担・共同研究機関として実施するための申

請である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ７月 ４日（木）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・五苓散の坐薬化について

（申請者） 小児外科 生野 久美子 「受付番号 １２５」

４．概 要 五苓散は、経口での承認を得ている薬剤であり、坐薬での使用は適

応外の使用となる。しかしながら、小児科では坐薬による効果も有効

性が広く文献等により認められており、当院でも治療に伴い坐薬とし

て投与を行いたく承認を頂きたい。

５．判 定 承 認

【議事録】

多くの文献等から、その使用に関し安全性も確立されていることから、坐薬として

の使用も問題ないと判断される。また、当院の薬剤科でも五苓散の坐薬化は問題な

いとのことから承認とする。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ９月 １２日（木）

２．委 員 山下統括診療部長、永田事務部長、稲葉看護部長

上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・J-BRAND Registry 研究の実施について

（申請者） 内科医長 足立 雅広 「受付番号 １２６」

４．概 要 2 型糖尿病患者に DPP-4 阻害薬のアログリプチンの安全性と有効性

を検討するため、経口糖尿病治療薬を長期投与し、その有効性と安全

性を評価することを目的とし、2 型糖尿病患者のデータベースを作成

する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、東京大学医学部附属病院において検討され、

承認された臨床試験事業である。当事業に関し、分担・共同研究機関として実施する

ための申請である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 ９月 ２５日（水）

２．委 員 山下統括診療部長、永田事務部長、稲葉看護部長

上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・KRAS 野生型転移性大腸癌に対する２次治療パニツムマブ＋イリノテ

カン±フッ化ピリミジン系薬剤併用療法のランダム化臨床第Ⅱ相試験

研究の実施について

（申請者） 外科医長 豊福 篤志 「受付番号 １２７」

４．概 要 野生型転移性大腸癌に対する２次治療において FU 系薬剤を継続

投与することの必要性については議論のあるところで結論が出てお

らず、２次治療における抗 EGFR 抗体については FU の必要性につい

ての試験はない。その必要性の検討を目的とし本研究を行う。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、愛知医科大学医学部において検討され、承認

された臨床研究事業である。当事業に関し、分担・共同研究機関として実施するため

の申請である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 １０月 １日（火）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・「RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、

分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究」への参加に

ついて

（申請者） 呼吸器科医長 木下 義晃 「受付番号 １２８」

４．概 要 非扁平上皮非小細胞癌に対する RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝

子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにする

ための前向き観察研究であり、遺伝子検査を実施する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、国立がん研究センター東病院において検討さ

れ、承認された臨床研究事業である。当事業に関し、共同研究機関として参加するた

めの申請である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 １０月 １６日（水）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・肺高血圧合併呼吸不全症例における遺伝子解析

（申請者） 呼吸器内科医長 日高 孝子 「受付番号 １３７」

４．概 要 肺高血圧症の病因を解析ならびに特定のため遺伝子解析を行う。

５．判 定 承 認

【議事録】

当院入院中の患者において肺高血圧症の病因解析ならびに特定のため遺伝子解析を

行う。遺伝子の解析は国立循環器病センターで行うものであり、その承認も国立循環

器病センターにおける倫理委員会で承認を受けたものである。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 １１月 １４日（木）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・軽度催吐性リスクのがん化学療法に伴う悪心・嘔吐の観察研究

（申請者） 薬剤科 調剤主任 後藤 隆「受付番号 １４０」

４．概 要 軽度催吐性抗悪性腫瘍薬投与に起因する急性及び遅発性の消化器症

状の発現状況、及び制吐療法の実態を調査する。

５．判 定 承 認

【議事録】

本研究は、九州地区国立病院機構薬剤師会、学会・研究委員会にて考案された多施

設共同の観察研究であり、その代表者である九州がんセンターにおける倫理委員会で

承認を受けたものであり、その共同研究施設として当院で同研究を行うものである。

観察研究であるため本研究による直接的な医療行為はない。研究の目的、実施計画

の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認められないため、倫理委員

会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審査とし、倫

理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２６年 １月 ８日（水）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・肺の生活習慣病の克服を目指した医療ネットワークの構築

（申請者） 呼吸器内科 医長 日高 孝子「受付番号 １４１」

４．概 要 福岡県下における医療機関において、肺の生活習慣病に関する症例

コホートを構築し実態を調査する。

５．判 定 承 認

【議事録】

本研究は、九州大学大学院医学研究院 呼吸器内科学分野にて考案された多施設共

同の研究であり、その代表者である九州大学大学院医学研究院における倫理委員会で

承認を受けたものであり、その共同研究施設として当院で同研究を行うものである。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２６年 １月１０日（金）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・Stage Ⅱ・Ⅲ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6 療法または XELOX 療法(における 5-FU 系抗がん剤および

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ)の至適投与期間に関するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅲ相比較臨床試験

（申請者） 外科 医長 豊福 篤志「受付番号 １４２」

４．概 要 Stage Ⅱ・Ⅲ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学療法として

の FOLFOX/XELOX の至適投与期間を探求する試験の実施

５．判 定 承 認

【議事録】

本研究は、財団法人がん集学的治療研究財団（元厚生労働省医政局所轄の財団法人)

にて受託研究として実施される多施設共同の研究であり、その代表者である財団法人

がん集学的治療研究財団における倫理委員会で承認を受けたものであり、その共同研

究参加施設として当院で同研究試験を行うものである。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２６年 １月 １６日（木）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・帯状角膜変性治療のための１％塩酸液の使用について

（申請者） 眼科 川原 周平 「受付番号 １４３」

４．概 要 帯状角膜変性による角膜実質の混濁を溶解し、より良い視力の改善

を図るための治療の検討

５．判 定 承 認

【議事録】

申請の治療法は昔からある治療法であるが、市販薬ではなく当院内の薬局で調剤を

行う必要がある。その製剤を用い帯状角膜変性による角膜実質の混濁を溶解し角膜実

質表面を平滑に保ち術後の視力改善が期待できる。現在では一般的な治療法である。

薬局での調剤は問題なく出来ることから、申請を行うものである。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。今後の該当症例における術前の本人・家族への十分な説明を行うことは勿

論のこと、同意書を必ず徴取することを条件とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２６年 ２月 ７日（金）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、永田事務部長

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・原因不明の胎児発育不全(FGR)合併妊娠の管理指針に関する研究

（申請者） 産婦人科 医師 川上 浩介「受付番号 １４５」

４．概 要 原因不明の胎児発育不全の新生児合併症の発症と関連するリスク因

子を明らかにし、何らかの病態を有する病的なリスク因子トリアージ

する周産期管理プロトコールを策定し、周産期医療の改善に貢献する。

５．判 定 承 認

【議事録】

本研究は、国立病院機構が行う共同臨床研究である。その代表者である長崎医療セ

ンターにおける倫理委員会で承認を受けたものであり、その共同研究施設として当院

で同研究を行うものである。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２６年 ２月 １２日（水）

１．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、大蔵臨床研究部長、永田事務部長、

稲葉看護部長、上村薬剤科長、尾上医局幹事長

３．課 題 ・J-BRAND Registry 研究の実施について

（申請者） 内科医長 足立 雅広 「受付番号 １２６－２」

４．概 要 2 型糖尿病患者に DPP-4 阻害薬のアログリプチンの安全性と有効性

を検討するため、経口糖尿病治療薬を長期投与し、その有効性と安全

性を評価することを目的とし、2 型糖尿病患者のデータベースを作成

する。

５．判 定 承 認

【議事録】

平成２５年９月に承認された本件であるが、研究期間の延長にかかる申請のための

申請である。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象とし

て持ち回り審査とし、倫理委員会として承認した。



倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録

１．日 時 平成２６年２月２１日（金）１６時３０分～１７時１５分

２．場 所 鴎小ホール

３．外部委員 中野昌治、三隅佳子

４．内部委員 澄井副院長、山下統括診療部長、大藏臨床研究部長

永田事務部長、稲葉看護部長、上村薬剤科長

尾上医局幹事長、松本検査技師

（実施責任者）坂本整形外科医長

（庶 務） 塩塚専門職

５．議 題

骨軟部腫瘍における中央病理診断および症例集積による臨床病理学的解析

「受付番号 １４６」

（申請者） 坂本整形外科医長

【議事録】【議事録】【議事録】【議事録】

澄井委員長 今回の議題は、整形外科の坂本医長からの申請です。簡単に説明お願い

します。

坂本医長 この計画は九州大学病院から当院宛に依頼があったもので、実際この計

画が走ってしまった際には、自分の関与は限りなくないものとなると思い

ます。まず、骨軟部腫瘍ですが、骨、筋肉、軟骨、臓器以外のすべてから

できた腫瘍の事を指します。頻度は極めて稀です。これを扱う施設は県に

ひとつぐらい。福岡市内でも九大、九州がんセンターぐらいです。少人数

でやってます。北九州地区は、現在は自分くらいです。実際には飯塚、中

津も含んでいます。北九州は人口 100 万切りましたが、周辺合せますと 100
万越えます。その 100 分の 1 を診ています。

今回の話は九州大学が当院の標本を使わせてくれということです。腫瘍

を採った際にホルマリン浸けして、パラフィンに固定します。それを薄く

削って形態を調べたり、DNA や RNA を採ったりすることも出来ます。1 つ

のブロックで理論上は 1000 枚の標本が作れます。実際は 700 ～ 800 枚。た

だ、これは消耗します。それから大事な物の割には無くなりやすいです。

施設では貸し借りは厳禁にしてるところばかりです。今回、それを貸して

くれということです。今回は倫理的なことと共に、ブロックの管理、紛失

することを前提として話を進める必要があります。

ブロックの標本の貸し借りに関しては、少なくとも私自身はその責任者

ではあり得ず、院長名で貸し出す。責任者の名の下でということで、実際

の管理の仕方は、また別途詰める必要があります。

澄井委員長 申請書を簡単に説明お願いします。

坂本医長 代表者は、九州大学の小田先生。それから九大の共同担当者、そして当

院は、共同研究施設のひとつとなります。ほとんどは、病理の先生になり

ますが、当院は専門性が高く、私より直接産業医科大学へ依頼を掛けて診

断を付けてもらっています。

澄井委員長 がんセンターなどであれば、自院の手術標本などは自院の病理の先生が

診断するのが多いですが、当院は特殊性もあり産業医科大で標本を見ても

らってると言うことですね。



坂本医長 歴史的なところもあり、標本を九大へ依頼しても良いんですけど、北九

州地区のものは北九州地区ですべて完了すると前任の横山先生がその流れ

を作られ、産業行医科大といい関係を築かれましたので、その流れを崩さ

ないためにも、あえて九大へ診断を回さずに産業医科大へ頼んでいます。

また、目的ですが診断が難しいので正しい診断を付けたほうが良いとい

うことです。共同施設の中では、明らかに専門ではない方もいらっしゃる

んです。共通する目的としては良いんですが、当院では産業医科大という

強いカードで診断を付けてもらってますので、建て前上ダブルチェックと

なりまして、正しい診断を付けてもらうという意味合いはないかと思いま

す。

澄井委員長 中央病理診断というのは？ 説明お願いします。

坂本医長 中央病理診断の定義は九大で診断し直すことを中央病理診断と名前を付

けてるので特に。

澄井委員長 ようするに１ヶ所で共通の診断を行うということで良いですかね。

坂本医長 次に、実施計画ですがブロック方式で１ヶ所に集めて標本を管理します。

澄井委員長 これは、手術標本、検査のための生検も含まれると。

坂本医長 はい。

澄井委員長 次の前向き研究と後ろ向き研究について説明お願いします。

坂本医長 前向き研究は、承認後 2017 年 4 月 1 日迄の物を出して下さいということ

です。後ろ向き研究は、1971 年 7 月 30 日から承認日までの物を対象としま

す。また、方法はブロックから標本をプレパラート作ったり、遺伝子検索

をするということです。

澄井委員長 普通は、HE 染色というものですね。それに必要だったら特殊染色をした

り、場合によっては遺伝子まで見ると。そして診断を確定する。それも中

央病理診断の九大１ヶ所で。また過去の症例もこれからの物も予後の追跡

を行うと。そして、期間は 2017 年 4 月 1 日迄ということですね。

坂本医長 倫理的配慮ですが、採れた資料は個人とは違うと考える時代もありまし

て、同意書自体が必要ないという考え方もあります。九大では採った資料

は個人の所有物ということで同意書が必要と判断されています。

看護部長 同意を得る方法ですが、後ろ向き研究については、HP に公開し研究を行

うということですが、本当にそれで同意とみなして良いのかどうか。

澄井委員長 九大のみならず、当然当院の HP にも公開することになると思います。

中野委員 小倉医療センターもこういう研究に参加してると HP に載せておかない

と、この要件満たしてるとは言えないんじゃないですかね。俗に言うオー

プトアウトと言って、後ろ向きの場合は個別の同意を取るのは大変だから

こうやって HP に載せて意義がある人は言ってくると。それは、除外すれ

ば良いじゃないかというやり方なんですよね。だから、小倉医療センター

の HP に載せとかないといけない。

看護部長 前向きの場合は、先ほどの話だと坂本先生は直接は関わられないのであ

れば誰が行うのでしょうか。

坂本医長 可能な限り自分が行います。

中野委員 こういうデータ、それからカルテに記載されてるデータは学術研究用に



当院では国立病院機構、国立大学病院へ提供されることがありますという

言い方でも良いのではないかとも言われている。

大藏先生 既に、一般検体においては載せております。

中野委員 これは、標本を九大へ送るんでしょう。先ほど言われた削って残った物

は戻って来るんですか。

坂本医長 戻ってくる筈です。ですが、チェック出来るかというと…。

中野委員 そこはどうなりますか。

坂本医長 それをはっきり決めるべきだと思います。自分には権限がないんですよ。

中野委員 一部は、こちらに残して向こうに送るという方法が良いんですよね。

坂本医長 本来はこちらで削って渡すのが良いんですが大変です。

中野委員 そこは、九大でやってもらうと。

坂本医長 借りた人が管理するとおかしなことになってしまうので、ちゃんと決め

ておかないと。無くなった時は大変です。離職するくらいでそういうつも

りでいないと。

看護部長 一患者から見て違う結果が出た時に開示して、その時違ったんだと、一

生懸命やって来たのに後になって、えっ、違ったんですかと、そういった

問題出て来ないんでしょうか。

澄井委員長 そこは、九大でも触れられてないですね。

坂本医長 腫瘍の種類が多くて確かに診断が変わるのは確かなんです。当院の場合

は診断者が違うので、違った場合は私の責任で説明を行うことになります。

実際は腫瘍の種類によって治療方法は同じというのが殆どなのでそのよう

な説明になると思われます。

中野委員 診断は変わったが、治療法としては変わらないんですよとそこまで説明

するかどうかは病院の裁量。やったほうが良いという丁寧なやり方もある

だろうし、それなら寝た子を起すじゃないけど、本人から問い合わせがな

い限りは良いんじゃないかと、それでも良いと思いますけどね。

事務部長 個人情報の取扱いにおいて前提としてやはり患者さんの同意が前提かな

と思う。そういった観点から後ろ向き研究については断って良いんじゃな

いか、前向きの研究について同意書を取れたものについてのみデータ提供

するのが一番確実ではないかと思うが。

中野委員 そうするとほとんどの学術研究が出来ないじゃないかというのがあるん

ですよ。だから、一応今の所、先ほど言ったような方法でやる。それで良

いだろうということで日本だけでなく、世界的に認められてますのでそれ

で良いのではないかと。以前は、病院の掲示板に書くことで良いじゃない

かという頃もあった。住所が分からない者へ裁判を起こす場合、公示送達

と言って裁判所の看板に貼ってやってしまう。あれと一緒なんですよね。

それで、知ったとしてしまうんです。

事務部長 遺伝情報とかそういうのが含まれる場合でもそういうやり方で？

中野委員 ようするにそれは、個人が特定されないやり方でやるからですよ。

澄井委員長 倫理的ではなくて、病理のほうで実際困ることはないですか。基本的に



は大学から坂本先生の後輩が来てくれるそうですが。

松本技師 問題となるのは、これ(標本)が無くなることですね。1 年間にこれが 400
後半ぐらいの数が出ます。それが無くならないか心配です。貸出期間を設

定して、遺伝子検査とかすると期間が必要になると思うのでどうするか。

一応ブロックの貸出については１ヶ月以内の返却を想定している。

坂本医長 それを上の方の名前でしっかり催促とか出来て、例えば人ががらりと替

わっていなくなっても、しっかり約束の上で出来るシステム作っておく必

要がある。細々とした雑用も技師さんの手間が掛からないように最初から

１個１個決めておくことも必要。

澄井委員長 貸出に関しては病院のルールでということで、また、病理のほうと病院

とで細かいところは決めて、大筋では１ヶ月ルールを守るということで宜

しいですか .

山下部長 実際、何検体、何ブロックくらい貸出す予定ですか。今の所。

坂本医長 ﾘｽﾄｱｯﾌﾟするのは全部ﾘｽﾄｱｯﾌﾟして、その中の 20 ～ 30 ％、月やっぱり 150
ぐらい。

澄井委員長 その辺ﾘｽﾄｱｯﾌﾟするﾏﾝﾊﾟﾜｰというのもどうするのかがありますね。

三隅委員 この研究に参加する人の不利益というのは全く考えなくていいですか。

坂本医長 全くないです。

中野委員 個人情報があるから外に出ないように、名前を番号に変えてしまってと

いうやり方をとると。

三隅委員 個人情報が漏れる不利益というとあれですが、想定される不利益という

のは？

坂本医長 乳がんとか大腸がんは家族性がありますが、骨とか軟部腫瘍に関しては

家族性はありません。例えば家族が骨肉腫だったら、子どもにも遺伝する

んじゃなかろうかと思われるかもしれませんが、遺伝性はありませんので

不利益を被ることはありません。

澄井委員長 例数が普通のがんと比べ少ないので、効果的な薬というのもないのでで

すね、そういったスタディが組めないというのもあって、余計こういった

ものが必要になるというふうにも言えるんですよね。たくさん集めるとい

うことで。

他に全体を通してご意見はございませんか。それでは、HP に公開すると

いうことと、標本ブロックの管理方について詰めて下さい。それが出来れ

ば、これは承認ということで宜しいでしょうか。

全 委 員 異議なし。

以 上


