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内容

１．人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針（医学系指針）：Q&A
２．臨床研究法

３．審査／モニタリング・監査の実施状況報告

４．まとめと今後の方向性・お知らせ
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質問（１）：倫理審査は必要ですか？

• 放射線看護の研修会受講者を対象として、アン
ケート調査をし、学会発表したい。

• 患者さんのカルテから、氏名・生年月日など個人
情報を除き、診断名・再発情報・生存期間などの
診療情報だけを集めて、解析したい。

• 診療で得られた血液検体を使って解析を行った
が、よいデータが出たので学会発表したい。
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• 放射線看護の研修会受講者を対象として、アン
ケート調査をし、学会発表したい。
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不要。「医学系」とはみなされない。

必要。集める際に個人情報を取り扱うため。

必要。解析をする前に承認を得ること。

質問（１）：倫理審査は必要ですか？



• 放射線看護の研修会受講者を対象として、アン
ケート調査をし、学会発表したい。

• 患者さんのカルテから、氏名・生年月日など個人
情報を除き、診断名・再発情報・生存期間などの
診療情報だけを集めて、解析したい。

• 診療で得られた血液検体を使って解析を行った
が、よいデータが出たので学会発表したい。
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不要。「医学系」とはみなされない。

必要。集める際に個人情報を取り扱うため。

• 学会等が倫理審査を求めることも
ある。

• 患者さんや放射線災害被災者の
個人情報をアンケートを通じて収
集する計画ならば要審査。

質問（１）：倫理審査は必要ですか？

必要。解析をする前に承認を得ること。



• 放射線看護の研修会受講者を対象として、アン
ケート調査をし、学会発表したい。

• 患者さんのカルテから、氏名・生年月日など個人
情報を除き、診断名・再発情報・生存期間などの
診療情報だけを集めて、解析したい。

• 診療で得られた血液検体を使って解析を行った
が、よいデータが出たので学会発表したい。
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不要。「医学系」とはみなされない。

必要。集める際に個人情報を取り扱うため。

以下のサンプル・情報なら審査不要
• 市販されている有名なもの

• 解析を行う計画書以前に、既に
匿名化されている情報（個人情報
と連結されていない場合に限る）

質問（１）：倫理審査は必要ですか？

必要。解析をする前に承認を得ること。



• 放射線看護の研修会受講者を対象として、アン
ケート調査をし、学会発表したい。

• 患者さんのカルテから、氏名・生年月日など個人
情報を除き、診断名・再発情報・生存期間などの
診療情報だけを集めて、解析したい。

• 診療で得られた血液検体を使って解析を行った
が、よいデータが出たので学会発表したい。
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不要。「医学系」とはみなされない。

必要。集める際に個人情報を取り扱うため。

注意！

子孫に遺伝するかもしれない情報を解
析する研究の場合には、医学系指針の
みならず、ゲノム指針にも従う必要があ
ります。
⇒  個人情報管理者の指名
 ゲノムセミナー受講
 実地調査を受ける
 遺伝カウンセリングに関する記載

質問（１）：倫理審査は必要ですか？

必要。解析をする前に承認を得ること。
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質問（２）：外部に主たる所属があり、量研にも所
属がある研究者が、量研内の研究に参加するの
ですが、どのような手続きが必要でしょうか？
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質問（２）：外部に主たる所属があり、量研にも所
属がある研究者が、量研内の研究に参加するの
ですが、どのような手続きが必要でしょうか？

• 主たる所属の機関でも倫理審査・機関の長の許
可が必要かどうかは、その機関の方針次第。

• 量研の研究者リストに記載。

• 受講歴については、主たる所属の機関で医学系
指針に基づく受講歴として認められているものな
らば可。
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質問（２）：外部に主たる所属があり、量研にも所
属がある研究者が、量研内の研究に参加するの
ですが、どのような手続きが必要でしょうか？

• 主たる所属の機関でも倫理審査・機関の長の許
可が必要かどうかは、その機関の方針次第。

• 量研の研究者リストに記載。

• 受講歴については、主たる所属の機関で医学系
指針に基づく受講歴として認められているものな
らば可。

• 研修は、年１回の受講が義務づけられています。
• セミナー受講できなかった人には、DVDを貸し出して

います。ただし無断の又貸しは厳禁！
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質問（３）：研究に対する資金提供はない
のですが、研究とは無関係に、研究の対
象となる薬剤を販売する会社から講演料
をもらったことがあります。
利益相反になるでしょうか？



• 企業から研究と無関係に謝金等を得た。

• 企業の物品提供・分析等協力／量研に籍のある企業の
人の協力がある。

• 企業とライセンスを共有／ライセンス・フィーがある。
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以下のような場合には利益相反申告が必要です。

質問（３）：研究に対する資金提供はない
のですが、研究とは無関係に、研究の対
象となる薬剤を販売する会社から講演料
をもらったことがあります。
利益相反になるでしょうか？



• 企業から研究と無関係に謝金等を得た。

• 企業の物品提供・分析等協力／量研に籍のある企業の
人の協力がある。

• 企業とライセンスを共有／ライセンス・フィーがある。
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以下のような場合には利益相反申告が必要です。

• 研究責任者は、研究者リストにある者のCOIを確認し、
まとめて記載。

• 家族についても影響しうる場合は記載。
• COIが新たに発生した場合は変更申請として申告。
• 研究者の追加がある場合、「あり」「なし」を申告。

質問（３）：研究に対する資金提供はない
のですが、研究とは無関係に、研究の対
象となる薬剤を販売する会社から講演料
をもらったことがあります。
利益相反になるでしょうか？



• 企業から研究と無関係に謝金等を得た。

• 企業の物品提供・分析等協力／量研に籍のある企業の
人の協力がある。

• 企業とライセンスを共有／ライセンス・フィーがある。
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以下のような場合には利益相反申告が必要です。

質問（３）：研究に対する資金提供はない
のですが、研究とは無関係に、研究の対
象となる薬剤を販売する会社から講演料
をもらったことがあります。
利益相反になるでしょうか？

注意！

コンプライアンス・研究推進・兼業等、所内の
別のルールに抵触しないことも要確認。
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以下のような場合には利益相反申告が必要です。
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質問（４）：私の研究にはモニタリング
が必要でしょうか？
UMIN登録をしないといけませんか？
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• 「介入」があり、かつ、「侵襲」（軽微ではない）が
ある研究は、モニタリング（と、必要に応じて監
査）が必要です。

• 「介入」がある研究はUMIN登録が必要です。

質問（４）：私の研究にはモニタリング
が必要でしょうか？
UMIN登録をしないといけませんか？



解説
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侵襲あり 侵襲なし

介
入
あ
り

• 文書IC
• UMIN登録

• モニタリング・必要に応じ監査
（軽微侵襲なら不要）

• 通常診療超える⇒補償措置
• 重篤有害事象報告

• 口頭ICでもよいが要記録
• UMIN登録

介
入
な
し

• 文書IC
• 重篤有害事象報告

試料
用いる

• 口頭ICでもよいが要記録

試料
用いず

• 「適切な同意」
• 困難ならばオプトアウト可

• 侵襲：研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によっ
て、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身
体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。

• 介入：研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（ 健康の保持増進につながる
行動、医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。） の有無又は程度を
制御する行為（ 通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。） をいう。



注意！

倫理審査委員会の承認がおりた後に、
登録を忘れないように！

• 変更申請の承認後、登録情報の変更が必要です。
• 終了後には結果を登録してください。



質問（５）：「インフォームド・コンセント」が難
しい研究対象者（未成年、疾患などで判断能力が弱くな

っている人）も研究に組み入れたいのですが、
計画書にどう記載すればよいでしょうか？
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インフォームド・コンセント：

研究の目的、意義、方法、対象者の負担、予測されるリスク
・ベネフィット等につき十分な説明を受け、理解した上での、
自由意思に基づく同意

アセント：

理解力に応じた分かりやすい言葉による説明を受け、理解
した上での賛意

必要な記載
•代諾者のインフォームド・コンセントを受ける
•本人のアセントを得ることにも努める

質問（５）：「インフォームド・コンセント」が難
しい研究対象者（未成年、疾患などで判断能力が弱くな

っている人）も研究に組み入れたいのですが、
計画書にどう記載すればよいでしょうか？
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インフォームド・コンセント：

研究の目的、意義、方法、対象者の負担、予測されるリスク
・ベネフィット等につき十分な説明を受け、理解した上での、
自由意思に基づく同意

アセント：

理解力に応じた分かりやすい言葉による説明を受け、理解
した上での賛意

必要な記載
•代諾者のインフォームド・コンセントを受ける
•本人のアセントを得ることにも努める

質問（５）：「インフォームド・コンセント」が難
しい研究対象者（未成年、疾患などで判断能力が弱くな

っている人）も研究に組み入れたいのですが、
計画書にどう記載すればよいでしょうか？

以下についても計画書に記載する必要があります。
 同意能力を欠く者も含む理由
 代諾者の選定方針

代諾者の選定方針として記載すべき事項：
• 大原則は、「本人の意思・利益を代弁できる人」

• 「親権者、未成年後見人、配偶者、父母、兄弟姉妹、
子・孫、祖父母、同居の親族又はそれら近親者に準
ずると考えられる者、代理人（これらのうち研究内容
に適したものを記載）・・・などから最も適切な者を選
定する。」
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参考

日本医師会が提供している
「アセント」用説明文例



質問（６）：情報公開文書に記載する「拒否
の申し出期間」は何か月にすればよいので
しょうか？１か月では短いでしょうか？
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ルールはないが、以下を勘案し、なるべく長く。

 データ取得時期・解析を開始したい時期
 個人との連結を切り離すかどうか
 患者さんが来院により掲示をみる等の機会
 短すぎる（ex. 1~2か月；前向きにもデータ取得

するのに来院時期をカバーしない）と委員から
質問が来る。

質問（６）：情報公開文書に記載する「拒否
の申し出期間」は何か月にすればよいので
しょうか？１か月では短いでしょうか？
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解説

「データを使ってほしくない方は、〇年〇月〇日までにお
申し出ください」

「いつでもお断りいただけます」
「いつでもお申し出ください」

「ただし、解析結果を公表してしまった後、個人との連結
を切り離してしまった後などには、情報を取り除くことがで
きない場合があります。」

研究者のお願い

対象者の権利

実質的な可否

権利が制限される範囲を
明示する

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・
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解説

「データを使ってほしくない方は、〇年〇月〇日までにお
申し出ください」

「いつでもお断りいただけます」
「いつでもお申し出ください」

「ただし、解析結果を公表してしまった後、個人との連結
を切り離してしまった後などには、情報を取り除くことがで
きない場合があります。」

研究者のお願い

対象者の権利

実質的な可否

権利が制限される範囲を
明示する

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・

オプトアウト（拒否の
意思表示）の権利を
尊重する。



まとめ：エラーをなくすために！
【申請前の最終チェック】

• 計画書・概要・説明文書、計画書内で整合性がとれている？

• 使いまわしのため実施しない項目が含まれていないか？

【承認後：現場対応】

• 臨床試験登録を行う（介入ありの場合）

• 情報公開を行う（オプトアウトによる研究の場合）

• 保管体制を整備：機関の長の許可、同意書、研究データ

• 口頭同意の場合の同意の記録

• 試料・情報の安全管理：担当者特定・施錠・PW・アクセス制限

• 計画書・説明文書・同意書の最新版を明確に

【承認後：必要な手続き】

• 年に１度の研修受講・年に１度の実施状況報告

• 重篤な有害事象報告

• 計画書の終了日⇒期間延長変更申請または終了報告 28



内容

１．人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針（医学系指針） ：Q&A
２．臨床研究法

３．審査／モニタリング・監査の実施状況報告

４．まとめと今後の方向性・お知らせ
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臨床研究法・適用範囲（定義）
「臨床研究」 医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性
又は安全性を明らかにする研究（治験を除く）

「特定臨床研究」 臨床研究のうち以下のいずれか

一 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者（省令で定める）から研究資金

その他省令で定める利益の提供を受ける

二 以下を用いる

イ 未承認医薬品

ロ 承認外の用法・用量その他省令で定める事項

ハ 未承認医療機器

ニ 承認・認証・届出外の使用方法その他省令で定める事項

ホ 未承認再生医療等製品

ヘ 承認外の用法・用量その他省令で定める事項

30

「医薬品等」
一 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品
（同条第十四項に規定する体外診断用医薬品を除く。）
二医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器
三医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品

＊既に実施中の研究も施行後１年以内に「認定臨床研究審査委員会」の審査が必要
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・上記以外の適用除外に関する記載は、薬機法に基づく治験・製造
販売後臨床試験など
・法律には「再生医療安全確保法」に基づく再生医療は除外とあり

臨床研究法施行規則（平成三十年二月二十八日厚生労働省
令第十七号）
（適用除外）

一 研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のため
の医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のため
に最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料
を利用する研究

（施行通知）

「規則第２条第１号に規定する研究は、いわゆる「観察研究」を
いう。」



指針と大きく異なる手順

35厚生労働省資料

「実施計画」
• 指針と異なる利益

相反取り扱い

• 認定臨床研究審
査委員会に申請
（審査料がかかる）



利益相反の取り扱い
指針と何が違うか？

１．委員会提出前に、機関内の関連部署が確認。

２．当該研究に対する企業の関与を報告
① 対象医薬品等の製造販売会社

② 当該臨床研究に対する以下の関与

③ 研究費提供；物品・設備等提供；安価で役務提供（特定役務は有償でも該当）；
企業在籍者が従事

３．①の企業から研究者への個人的利益を申告
①寄附講座に所属、企業資金で給与。

②年間合計250万円以上の個人的利益（給与・講演・原稿・コンサルティン
グ・ライセンス・知財・贈答・接遇等による）

③役員等

④株式5%以上、未公開株1株以上、新株予約権１個以上を保有

⑤その他：特許権保有・特許出願

＊②～⑤は配偶者・一親等の親族が該当する場合も含む 36



利益相反の取り扱い
指針と何が違うか？

１．委員会提出前に、機関内の関連部署が確認。

２．当該研究に対する企業の関与を報告
① 対象医薬品等の製造販売会社

② 当該臨床研究に対する以下の関与

③ 研究費提供；物品・設備等提供；安価で役務提供（特定役務は有償でも該当）；
企業在籍者が従事

３．①の企業から研究者への個人的利益を申告
①寄附講座に所属、企業資金で給与。

②年間合計250万円以上の個人的利益（給与・講演・原稿・コンサルティン
グ・ライセンス・知財・贈答・接遇等による）

③役員等

④株式5%以上、未公開株1株以上、新株予約権１個以上を保有

⑤その他：特許権保有・特許出願

＊②～⑤は配偶者・一親等の親族が該当する場合も含む 37

具体的な行為の制限がかかる
• ①~⑤に該当する場合、監査を受けるのでない限り、

研究責任医師になれない。監査を受けても、データ
管理、効果安全性評価委員会、モニタリング及び統
計・解析には従事しない。

• ①~⑤に該当する分担医師も上記に従事しない。

• 企業の人は、監査を受けるのでない限り、上記業務
の他被験者リクルートに関与しない。監査を受ける
場合、データ管理・統計解析のみ可。

※セミナー後に一部修正



内容

１．人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針（医学系指針） ：Q&A
２．臨床研究法

３．審査／モニタリング・監査の実施状況報告

４．まとめと今後の方向性・お知らせ

38



臨床研究審査委員会における審査実績
（平成30年度）

委員会開催回数 １２ １１

39

（3月予定分を含む）

新規申請 ３８ １０
継続審査（法） - ３
変更申請 ９１ ２
実施状況報告（指針）

定期報告（法）

６７

０
終了・中止報告 ２１ ０

安全性・逸脱報告 ９ ０

合計 ２２６ １５

倫理指針 臨床研究法
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臨床研究法審査 プロトコール数

重粒子：３件
（すべて内部からの申請）
・３件とも経過措置の新規申請

PET：５件
（１件内部からの申請）
・経過措置の新規申請
（４件外部からの申請）
・４件とも経過措置の新規申請

その他（皮膚科・歯科）：２件
（すべて外部からの申請）
・１件新規申請
・１件経過措置の新規申請


グラフ1

		重粒子

		PET

		その他



3

5

2



新規

				審査ID		整理番号		試験区分		試験対象		試験タイプ		課題略称		修正後承認状況		審査区分1		申請日1		審査日		通知日		責任医師		審査結果		承認以外の理由等		委員会からの指示事項		特記すべき意見

		1		307		18-001		医学系						婦人科悪性黒色腫への重粒子線				新規申請		3/14/18		4/11/18		4/17/18		小此木　範之		承認

		2		310		18-002		医学系						肺門部肺癌に対する重粒子線治療研究				新規申請		3/23/18		4/9/18		4/17/18		中嶋　美緒		承認

		3		313		18-003		医学系						深層学習の分類根拠を可視化する検討				新規申請		3/27/18		4/10/18		4/17/18		立花　泰彦		承認

		4		426		18-004		医学系						可溶性IL-6受容体と重粒子線治療効果				新規申請		3/28/18		4/25/18		6/25/18		武島　嗣英		承認

		5		402		18-005		医学系						ヒト死後脳分子マーカー開発				新規申請		5/31/18		5/23/18		6/1/18		佐原　成彦		承認

		6		351		18-006		医学系						日本原子力研究開発機構汚染事故での作業員の臨床経過と被ばく線量に関する研究（JAEA核サ研）				新規申請		4/25/18		5/7/18		5/11/18		百瀬　琢磨		承認

		7		352		18-007		医学系						日本原子力研究開発機構汚染事故での作業員の臨床経過と被ばく線量に関する研究（JAEA大洗研）				新規申請		4/25/18		5/7/18		5/11/18		高崎　浩司		承認

		8		375		18-008		医学系						骨盤骨腫瘍重粒子線治療後評価				新規申請		4/25/18		5/9/18		5/11/18		今井　礼子		承認

		9		386		18-009		医学系						AYA 世代肉腫に対する重粒子線治療後ろ向き				新規申請		5/9/18		6/12/18		6/15/18		今井　礼子		承認

		10		448		18-010		医学系						MRIを用いた精神疾患の病態解明及び客観的診断法確立のための多施設共同研究				新規申請		5/8/18		6/27/18		7/9/18		山田　真希子		承認

		11		413		18-011		医学系						肺癌1回照射後向き研究				新規申請		5/23/18		7/5/18		7/9/18		山本　直敬		承認

		12		423		18-012		医学系						婦人科腫瘍の放射線治療後の二次がん解析				新規申請		6/11/18		7/5/18		7/9/18		村田　裕人		承認

		13		431		18-013		医学系						重粒子線治療における新たな治療効果測定モデルの開発				新規申請		6/12/18		7/3/18		7/9/18		横岡　由姫		承認

		14		455		18-014		医学系						頭頚部再照射				新規申請		7/9/18		8/15/18		8/22/18		伊川　裕明		承認

		15		451		18-015		医学系						子宮がんの重粒子線/化学療法併用重粒子線治療のDVH・NTCP解析				新規申請		7/9/18		8/15/18		8/22/18		小此木　範之		承認

		16		473		18-016		ゲノム						東電疫学研究への参加				新規申請		7/27/18		9/12/18		9/14/18		明石　真言		承認

		17		603		18-017		医学系						頭頸部がん放射線治療患者における口腔細菌叢に関する研究				新規申請		8/7/18		9/26/18		10/17/18		齋藤　寛一		承認

		18		501		18-018		医学系						頭頸部がん放射線治療患者における顎骨壊死部の口腔細菌叢に関する研究				新規申請		8/8/18		9/26/18		10/2/18		伊川　裕明		承認

		19		482		18-019		医学系						東電疫学研究　染色体検査				新規申請		8/8/18		9/12/18		9/14/18		數藤　由美子		承認

		20		547		18-020		医学系						視覚学習（イメージング）				新規申請		9/12/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		21		529		18-021		医学系						蝶形骨洞悪性腫瘍に対する重粒子線治療の後ろ向き観察研究				新規申請		9/11/18		10/2/18		10/15/18		萩原　靖倫		承認

		22		582		18-022		医学系						姿勢制御機構				新規申請		9/11/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		23		538		18-023		医学系						生物線量評価法研究				新規申請		9/11/18		10/3/18		10/15/18		數藤　由美子		承認

		24		546		18-024		医学系						視覚認知（イメージング）				新規申請		8/24/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		25		544		18-025		医学系						視覚認知（行動）				新規申請		9/12/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		26		545		18-026		医学系						視覚学習（行動）				新規申請		9/12/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		27		566		18-027		医学系						ドライビングシミュレーション中の情報処理過程				新規申請		9/10/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		28		611		18-028		医学系						意識神経基盤研究				新規申請		10/17/18		11/28/18		12/4/18		山田　真希子		承認

		29		615		18-029		医学系						社会的ストレスに対する認知的反応				新規申請		10/16/18		11/28/18		12/4/18		山田　真希子		承認

		30		650		18-030		医学系						腎癌甲状腺癌骨転移				新規申請		11/10/18		12/26/18				今井　礼子

		31		653		18-031		医学系						巨大肉腫重粒子線治療				新規申請		11/11/18		12/20/18		12/25/18		今井　礼子		承認

		32		651		18-032		医学系						脈絡膜悪性黒色腫のDual Energy CTを用いた造影剤濃度解析				新規申請		11/7/18		12/17/18		12/21/18		土屋　洋貴		承認

		33		694		18-033		医学系						ヒト末梢血を用いた生物学的線量評価法の開発研究				新規申請		12/3/18		1/23/19		12/28/18		長田　直樹		承認

		34		726		18-034		医学系						口腔鼻副鼻腔瘻の危険因子解析				新規申請		1/9/19		2/4/19		2/15/19		小藤　昌志		承認

		35		734		18-035		医学系						悪性黒色腫肝転移に対する造影MRIの有用性の検討				新規申請		1/8/19		2/13/19		2/15/19		岸本　理和		承認

		36		784		18-036		医学系						ドーパミン再解析				新規申請		1/28/19		3/27/19				高畑　圭輔

		37		800		18-037		医学系						DLSR-fMRI				新規申請		2/7/19		3/27/19				大田　淳子

		38		811		18-038		医学系						HCCに対するCIRTとRFAの後方視的比較研究				新規申請		1/29/19		3/27/19				辻　比呂志

		1		693		L18-001		臨床研究法（特定）		医薬品				放射性リガンド[18F]T-401による脳内モノアシルグリセロールリパーゼ定量測定法の確立				新規申請		9/12/18		10/24/18		10/26/18		高畑　圭輔		承認		なし		なし		なし

		2		701		L18-002		臨床研究法（特定）		医療機器				家庭用温熱パックの安全性評価試験				新規申請		12/6/18		12/26/18		12/28/18		小池田　崇史		承認

		3		704		L18-003		臨床研究法（特定）		医薬品・医療機器				重症頭部外傷患者に対するポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を用いた縦断研究				新規申請		12/12/18		1/10/19		1/15/19		八巻　智洋		承認

		4		757		L18-004		臨床研究法（特定）		医療機器				CIPHER				新規申請		12/5/18		2/14/19		2/18/19		山田　滋		承認		なし		なし		なし

		5		743		L18-005		臨床研究法（特定）		医療機器				乳腺II				新規申請		1/15/19		2/14/19		2/18/19		唐澤　久美子		承認		なし		なし		なし

		6		742		L18-006		臨床研究法（特定）		医療機器				乳腺I				新規申請		1/17/19		2/14/19		2/18/19		唐澤　久美子		承認		なし		なし		なし

		7		791		L18-007		臨床研究法（特定）		医療機器				CAD/CAMデジタルデンチャー				新規申請		1/24/19		2/27/19				一色　ゆかり

		8		748		L18-008		臨床研究法（特定）		医薬品・医療機器				タウとアミロイドPETによる認知症研究				新規申請		1/24/19		2/8/19		2/13/19		加藤　隆司		承認		なし		実施計画の記載と一致しない研究計画書内の記載不備、その他の研究計画書内の記載齟齬（研究対象となる疾患群に関する記載）については、届出後に変更申請を行うこと。		なし

		9		832		L18-011		臨床研究法（特定）		医薬品・医療機器				[11C]4DST-PETによる腫瘍診断				新規申請		2/22/19		3/8/19				鷺野谷　利幸

		10		833		L18-012		臨床研究法（特定）		医薬品				FBPA-P ETの有用性				新規申請		2/22/19		3/8/19				髙井　良尋

		指針の修正の上承認は、1通の審査結果通知書しか出していないので、承認の方のみをカウントした。 シシンシュウセイウエショウニンツウシンサケッカツウチショダショウニンホウ

				325		18-004		医学系						可溶性IL-6受容体と重粒子線治療効果				新規申請		3/28/18		4/25/18		5/7/18		武島　嗣英		修正の上で承認		誤字修正を含む事前質問への回答内容を研究計画書に反映させる。情報公開文書についてはホームページ掲載のみではなく、患者が希望する場合に手渡ししたり、院内ポスター掲示を行う等、状況に応じて適切な方法で行うこと。また、その方法について研究計画書に追記し、改訂された研究計画書を提出すること。

				372		18-005		医学系						ヒト死後脳分子マーカー開発				新規申請		4/23/18		5/23/18		5/30/18		佐原　成彦		修正の上で承認		下記の事項について、研究計画書を修正すること。①6.インフォームド・コンセントの記載を「本研究では、外部機関から試料・情報の提供を受けて実施するため、放医研においてインフォームド・コンセントは行わない。」のみとすること。②20.補足事項の記載を次のように変更すること。「バナーアルツハイマー病研究所においては、生前の検査等も行い死後に脳組織を提供する米国共同研究機関による共同研究プロトコール(Brain &amp; Body Donation Program Protocol)としてWestern Institutional Review Boardにて承認されている。さらに、インフォームド・コンセントを得る際に共同研究機関以外にも試料・情報の利用が可能となる包括同意が得られている。これらについてはIRB承認文書及び説明文書により確認済」に修正すること。③22.研究に係る資金源、および起こりうる利益の衝突の記載について、「また、外部研究機関の研究者が参画して第三者の目も入るように透明性を確保して、」を「学会ならびに国際学術雑誌による研究成果の発表を行うにあたっては、国内・国外の著名な神経病理学者の方々に評価を頂くことで第三者の目も入るように透明性を確保して、」に修正すること。

				385		18-010		医学系						MRIを用いた精神疾患の病態解明及び客観的診断法確立のための多施設共同研究				新規申請		5/8/18		6/27/18		7/4/18		山田　真希子		修正の上で承認		下記の修正を行うこと。1.今回の変更申請で最初に提出された情報公開文書案[個人情報の取り扱い]の下、「ただし、データが解析で～できない場合があります。」の部分を下段に移動し、「～不利益を受けることは全くありません。いつでもお断りいただけますので、その場合は、下記[問い合わせ先：窓口]にお申し出ください。ただし、データが解析でまとめられてしまった後等には取り除くことができない場合があります。」に修正すること。2.須原先生を放医研の研究者・研究協力者リスト（書式2）に追加し、研究計画書別添（放医研）に本研究を担当する放医研の研究者名を全て追記すること。

				490		18-017		医学系						頭頸部がん放射線治療患者における口腔細菌叢に関する研究				新規申請		8/7/18		9/26/18		10/2/18		齋藤　寛一		修正の上で承認		同意書及び同意撤回書の代諾者署名欄を削除すること。

		法の継続審査は、審査結果通知書を再度出すので別途カウントした。 ホウケイゾクシンサシンサケッカツウチショサイドダベット

		1		697		L18-002		臨床研究法（特定）		医療機器				家庭用温熱パックの安全性評価試験				新規申請		11/7/18		11/28/18		11/30/18		小池田　崇史		継続審査		下記指示事項につき研究計画書の記載が不十分であった。		下記について研究計画書に明記し修正すること。
1）データの信頼性を確保するためのデータマネジメントの方法・手順
2）所見を記載する医師の業務分担及びこれにより評価の再現性が得られると判断できる理由
3）重篤な有害事象が発生した場合の中止基準
4）安全性に関する総合的な評価方法（評価項目について「資料1」への追加記載を含む）		なし

		2		696		L18-003		臨床研究法（特定）		医薬品・医療機器				重症頭部外傷患者に対するポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を用いた縦断研究				新規申請		11/5/18		12/6/18		12/11/18		八巻　智洋		継続審査		下記指示事項につき研究計画書等の記載が不十分であった。		下記について研究計画書その他の該当する文書を修正すること。
1）血糖値が高い患者は除外する旨を除外基準に追記し、根拠となる参考文献も明記すること。
2）研究計画書に記載されている評価指標に限定せず、他に評価を行う可能性のある指標のある場合には、これを含んだ記載とすること。
3）研究計画書に記載されている評価指標に限定せず、他の指標について評価を行う場合に、情報公開文書に基づき既存情報として取得されたデータを新たに抽出して用いる際には、その旨を追記すること。		なし

		3		703		L18-004		臨床研究法（特定）		医療機器				CIPHER				新規申請		12/5/18		1/23/19		1/25/19		山田　滋		継続審査		米国での説明文書に加えて日本で追加的に用いられる説明文書（英文）に追記された文言が、米国ガイダンスで不適切とされる「免責の文言」（exculpatory language）に該当する可能性がある。		委員会より米国のガイダンス文書を提供するので、ガイダンスに抵触するか否か確認し、抵触する場合には該当する文言を修正又は削除すること。もし、抵触しないと判断された場合にはその論拠を明示すること。		なし





変更

				審査ID		整理番号		試験区分		試験対象		試験タイプ		課題略称		修正後承認状況		審査区分1		申請日1		審査日		通知日		責任医師		審査結果		承認以外の理由等		委員会からの指示事項		特記すべき意見

		1		320		16-038		医学系		その他				自閉スペクトラム症と注意欠如・多動症における脳内ドーパミンD1受容体およびノルアドレナリントランスポーター結合と症状との関連についての研究				変更申請		3/28/18		4/25/18		5/7/18		久保田　学		承認

		2		323		14-005		臨床（旧指針）		その他				脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた画像病理相関に関する研究 (多施設連携研究)				変更申請		3/28/18		4/25/18		5/7/18		須原　哲也		承認

		3		394		17-015		医学系		その他				CIPHER：A Prospective, Multi-Center Randomized Phase 3 Trial of Carbon Ion versus Conventional Photon Radiation Therapy for Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer				変更申請		3/27/18		4/25/18		6/8/18		山田　滋		承認

		4		334		16-004		医学系		その他				大腸癌術後骨盤内再発重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する有効性検証試験				変更申請		4/11/18		4/27/18		5/11/18		山田　滋		承認

		5		335		16-035		医学系		その他				膵癌重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する安全性・有効性評価				変更申請		4/11/18		4/27/18		5/11/18		山田　滋		承認

		6		337		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		4/19/18		4/27/18		5/11/18		山田　滋		承認

		7		349		17-015		医学系		その他				CIPHER：A Prospective, Multi-Center Randomized Phase 3 Trial of Carbon Ion versus Conventional Photon Radiation Therapy for Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer				変更申請		4/24/18		4/27/18		5/11/18		山田　滋		承認

		8		346		17-018		医学系		その他				日本原子力研究開発機構汚染事故での作業員の臨床経過と被ばく線量に関する研究				変更申請		4/24/18		5/7/18		5/11/18		富永　隆子		承認

		9		329		17-104		医学系		その他				小児悪性腫瘍に対する放射線治療時のスペーサー留置術				変更申請		3/29/18		5/9/18		5/11/18		今井　礼子		承認

		10		359		17-005		医学系		その他				22q11.2欠失症候群における脳内ドーパミンおよびGABA神経伝達機能と精神症状との関連に関する研究				変更申請		4/25/18		5/23/18		5/30/18		高畑　圭輔		承認

		11		370		16-036		医学系		その他				放射性リガンド[18F]PM-PBB3の脳内タウイメージング製剤としての有効性及び安全性に関する研究				変更申請		4/18/18		5/23/18		5/30/18		島田　斉		承認

		12		371		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				変更申請		4/18/18		5/23/18		5/30/18		島田　斉		承認

		13		373		16-011		医学系		その他				放射線照射歯におけるEPR信号－線量関係の確立に関する研究				変更申請		4/24/18		5/23/18		5/30/18		吉井　裕		承認

		14		381		15-031		医学系		その他				局所限局性前立腺癌高リスク症例に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		4/24/18		5/23/18		5/30/18		辻　比呂志		承認

		15		393		16-012		医学系		その他				切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		5/28/18		6/11/18		6/15/18		鎌田　正		承認

		16		397		15-030		医学系		その他				直腸癌術後骨盤内再発に対する重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		5/29/18		6/11/18		6/15/18		山田　滋		承認

		17		392		16-007		医学系		その他				全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価				変更申請		5/25/18		6/12/18		6/15/18		鎌田　正		承認

		18		407		17-107		その他		その他				意識調査				変更申請		5/28/18		6/15/18		6/25/18		堤　弥生		承認

		19		433		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		6/19/18		7/3/18		7/9/18		鎌田　正		承認

		20		443		17-006		医学系		その他				間質性肺炎合併肺癌に対する重粒子線治療の後向き観察研究				変更申請		6/28/18		7/3/18		7/9/18		中嶋　美緒		承認

		21		425		12-024		臨床（旧指針）		その他				低線量被ばくによる生体影響に関する細胞遺伝学的評価方法の開発と探索的調査研究				変更申請		6/5/18		7/5/18		7/9/18		原田　良信		承認

		22		441		14-010		疫学（旧指針）		その他				放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築の検討				変更申請		6/26/18		7/5/18		7/9/18		赤羽　恵一		承認

		23		432		17-027		医学系		その他				脳内ホスホジエステラーゼ10Aおよび脳内タウのイメージングによる双極性障害の背景病態に関するPET研究				変更申請		5/29/18		7/25/18		7/31/18		高畑　圭輔		承認

		24		457		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		6/27/18		7/25/18		7/31/18		山田　滋		承認

		25		462		12-013		臨床（旧指針）		その他				解離・転換症状の認知神経機能に関する研究				変更申請		7/9/18		7/30/18		8/16/18		山田　真希子		承認

		26		464		16-007		医学系		その他				全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価				変更申請		7/24/18		7/30/18		8/16/18		鎌田　正		承認

		27		465		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				変更申請		7/25/18		7/30/18		8/16/18		島田　斉		承認

		28		468		16-037		医学系		その他				脳内タウPETイメージングを用いた統合失調症と前頭側頭型認知症の共通病態の同定に関する研究				変更申請		7/20/18		8/6/18		8/16/18		久保田　学		承認

		29		459		06-004		ゲノム		その他				ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究計画書　放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究				変更申請		7/9/18		8/29/18		9/5/18		今井　高志		承認

		30		512		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		8/28/18		9/6/18		9/14/18		山田　滋		承認

		31		517		14-009		ゲノム		その他				脊索腫罹患者血液細胞の遺伝子発現解析研究				変更申請		8/28/18		9/6/18		9/14/18		齋藤　俊行		承認

		32		519		13-006		ゲノム		その他				骨肉腫罹患者血液細胞の遺伝子発現解析研究				変更申請		8/28/18		9/6/18		9/14/18		齋藤　俊行		承認

		33		514		16-037		医学系		その他				脳内タウPETイメージングを用いた統合失調症と前頭側頭型認知症の共通病態の同定に関する研究				変更申請		8/29/18		9/26/18		10/2/18		久保田　学		承認

		34		580		14-036		ゲノム		その他				包括的同意体制メディカルデータバンク				変更申請		9/6/18		10/9/18		10/15/18		今井　高志		承認

		35		521		17-017		医学系		その他				重粒子線治療を施行した骨軟部肉腫例におけるLET分布の局所再発予後への影響				変更申請		9/1/18		10/10/18		10/15/18		深堀　麻衣		承認

		36		639		16-028		医学系		その他				ニューロフィードバックと認知神経機能に関する研究				変更申請		9/28/18		10/24/18		11/8/18		山田　真希子		承認

		37		589		06-004		ゲノム		その他				ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究計画書　放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究				変更申請		10/9/18		11/7/18		11/19/18		今井　高志		承認

		38		602		16-012		医学系		その他				切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		10/16/18		11/7/18		11/19/18		鎌田　正		承認

		39		614		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				変更申請		10/17/18		11/7/18		11/19/18		島田　斉		承認

		40		631		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		10/31/18		11/7/18		11/19/18		鎌田　正		承認

		41		632		15-030		医学系		その他				直腸癌術後骨盤内再発に対する重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		10/31/18		11/7/18		11/19/18		山田　滋		承認

		42		633		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		10/31/18		11/7/18		11/19/18		山田　滋		承認

		43		624		18-026		医学系						視覚学習（行動）				変更申請		10/9/18		11/9/18		11/19/18		山田　真希子		承認

		44		625		18-025		医学系						視覚認知（行動）				変更申請		10/9/18		11/9/18		11/19/18		山田　真希子		承認

		45		626		18-020		医学系						視覚学習（イメージング）				変更申請		10/9/18		11/9/18		11/19/18		山田　真希子		承認

		46		627		18-024		医学系						視覚認知（イメージング）				変更申請		10/9/18		11/9/18		11/19/18		山田　真希子		承認

		47		628		18-022		医学系						姿勢制御機構				変更申請		10/9/18		11/9/18		11/19/18		山田　真希子		承認

		48		637		11-012		ゲノム		その他				CTOS法を用いた癌難治性部位の探索およびイメージングプローブの開発・評価				変更申請		9/28/18		11/9/18		11/19/18		吉井　幸恵		承認

		49		635		18-004		医学系		その他				可溶性IL-6受容体と重粒子線治療効果				変更申請		10/30/18		11/30/18		12/4/18		武島　嗣英		承認

		50		661		18-005		医学系		その他				ヒト死後脳分子マーカー開発				変更申請		11/26/18		12/4/18		12/17/18		佐原　成彦		承認

		51		666		15-031		医学系		その他				局所限局性前立腺癌高リスク症例に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		辻　比呂志		承認

		52		668		12-013		臨床（旧指針）		その他				解離・転換症状の認知神経機能に関する研究				変更申請		11/22/18		12/4/18		12/17/18		山田　真希子		承認

		53		670		16-028		医学系		その他				ニューロフィードバックと認知神経機能に関する研究				変更申請		11/22/18		12/4/18		12/17/18		山田　真希子		承認

		54		672		18-027		医学系		その他				ドライビングシミュレーション中の情報処理過程				変更申請		11/26/18		12/4/18		12/17/18		山田　真希子		承認

		55		675		17-027		医学系		その他				脳内ホスホジエステラーゼ10Aおよび脳内タウのイメージングによる双極性障害の背景病態に関するPET研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		高畑　圭輔		承認

		56		676		17-005		医学系		その他				22q11.2欠失症候群における脳内ドーパミンおよびGABA神経伝達機能と精神症状との関連に関する研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		高畑　圭輔		承認

		57		679		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		島田　斉		承認

		58		680		17-014		医学系		その他				統合失調症における脳内ホスホジエステラーゼ10A・神経伝達機能と臨床像との関連についての研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		久保田　学		承認

		59		681		16-038		医学系		その他				自閉スペクトラム症と注意欠如・多動症における脳内ドーパミンD1受容体およびノルアドレナリントランスポーター結合と症状との関連についての研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		久保田　学		承認

		60		682		16-030		医学系		その他				糖尿病神経障害に伴う痛み体験に関する研究				変更申請		11/22/18		12/4/18		12/17/18		山田　真希子		承認

		61		683		16-037		医学系		その他				脳内タウPETイメージングを用いた統合失調症と前頭側頭型認知症の共通病態の同定に関する研究				変更申請		11/27/18		12/4/18		12/17/18		久保田　学		承認

		62		691		12-006		臨床（旧指針）		その他				臨床病期Ⅱ、Ⅲ期食道癌に対する化学療法併用術前炭素イオン線治療に関する臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験				変更申請		11/29/18		12/26/18		1/4/19		磯崎　由佳		承認

		63		719		14-015		ゲノム		その他				ヒト死後固定脳および凍結脳のオートラジオグラフィーならびに組織化学的・生化学的手法を用いた、神経変性型認知症の分子メカニズムを明らかにするための分子マーカーの開発と評価				変更申請		11/26/18		12/26/18		1/8/19		佐原　成彦		承認

		64		707		15-031		医学系		その他				局所限局性前立腺癌高リスク症例に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		12/20/18		1/23/19		1/29/19		辻　比呂志		承認

		65		708		17-014		医学系		その他				統合失調症における脳内ホスホジエステラーゼ10A・神経伝達機能と臨床像との関連についての研究				変更申請		12/20/18		1/23/19		12/28/18		久保田　学		承認

		66		709		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				変更申請		12/12/18		1/23/19		1/29/19		島田　斉		承認

		67		710		16-038		医学系		その他				自閉スペクトラム症と注意欠如・多動症における脳内ドーパミンD1受容体およびノルアドレナリントランスポーター結合と症状との関連についての研究				変更申請		12/20/18		1/23/19		12/28/18		久保田　学		承認

		68		711		17-027		医学系		その他				脳内ホスホジエステラーゼ10Aおよび脳内タウのイメージングによる双極性障害の背景病態に関するPET研究				変更申請		12/20/18		1/23/19		12/28/18		高畑　圭輔		承認

		69		744		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		1/23/19		2/5/19		2/15/19		辻　比呂志		承認

		70		746		16-012		医学系		その他				切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				変更申請		1/23/19		2/5/19		2/15/19		辻　比呂志		承認

		71		753		06-004		ゲノム		その他				ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究計画書　放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究				変更申請		1/25/19		2/5/19		2/15/19		今井　高志		承認

		72		767		14-028		ゲノム		その他				精神神経疾患の客観的診断のための体液バイオマーカーを用いた研究				変更申請		12/5/18		2/5/19		2/15/19		島田　斉		承認

		73		720		17-030		医学系		その他				子宮頸癌患者の腫瘍組織における免疫応答と予後についての検討				変更申請		1/7/19		2/6/19		2/15/19		小此木　範之		承認

		74		760		13-007		臨床（旧指針）		その他				抑うつ状態における脳内セロトニン神経伝達に関する画像研究				変更申請		1/30/19		2/7/19		2/15/19		久保田　学		承認

		75		764		16-004		医学系		その他				大腸癌術後骨盤内再発重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する有効性検証試験				変更申請		1/30/19		2/7/19		2/15/19		山田　滋		承認

		76		766		13-011		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所事故における周辺住民等の初期内部被ばく線量推計手法の開発に関する研究				変更申請		1/28/19		2/7/19		2/15/19		栗原　治		承認

		77		795		17-103		医学系		その他				脳腫瘍移植モデル				変更申請		1/11/19		2/8/19		2/15/19		吉井　幸恵		承認

		78		771		15-014		医学系		その他				全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価				変更申請		1/30/19		2/27/19				大場　久照

		79		778		16-035		医学系		その他				膵癌重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する安全性・有効性評価				変更申請		1/30/19		2/27/19				山田　滋

		80		785		16-022		医学系		その他				ex vivo高磁場MRIによるヒト小脳構築の解析				変更申請		1/31/19		3/27/19				東　達也

		81		797		17-038		医学系		その他				頭頚部粘膜悪性黒色腫に対するDAV併用炭素イオン線治療に関する後向き観察研究				変更申請		2/5/19		3/27/19				高木　亮

		82		807		13-001		臨床（旧指針）		その他				A study on the safety and efficacy of hypofractionated radiotherapy in post-operative irradiation for breast cancer patients (乳癌術後照射における寡分割照射法の有用性および安全性に関する研究)				変更申請		2/12/19		3/27/19				唐澤　久美子

		83		817		14-029		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者に対する線量再構築に関する研究				変更申請		2/8/19		3/27/19				明石　真言

		84		829		14-036		ゲノム		その他				包括的同意体制メディカルデータバンク				変更申請		2/14/19		3/27/19				今井　高志

		85		836		14-010		疫学（旧指針）		その他				放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築の検討				変更申請		2/19/19		3/27/19				赤羽　恵一

		86		837		14-030		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者に対する線量再構築に関する研究(日本原子力研究開発機構分)				変更申請		2/15/19		3/27/19				百瀬　琢磨

		87		839		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				変更申請		2/27/19		3/27/19				山田　滋

		88		840		15-030		医学系		その他				直腸癌術後骨盤内再発に対する重粒子線治療に関する有効性安全性試験				変更申請		2/27/19		3/27/19				山田　滋

		89		500		18-005		医学系		その他				ヒト死後脳分子マーカー開発				変更申請		8/27/18				9/14/18		佐原　成彦		承認

		90		510		16-020		医学系		その他				精神症状関連認知機能と脳機能の網羅的解析研究				変更申請		8/7/18				9/14/18		須原　哲也		承認

		91		511		17-027		医学系		その他				脳内ホスホジエステラーゼ10Aおよび脳内タウのイメージングによる双極性障害の背景病態に関するPET研究				変更申請		8/28/18				9/14/18		高畑　圭輔		承認

		1		805		L18-001		臨床研究法（特定）		医薬品				MAGL定量法確立				変更申請		1/29/19		3/27/19				高畑　圭輔

		2		845		L18-002		臨床研究法（特定）		医療機器				家庭用温熱パックの安全性試験				変更申請		2/27/19		3/27/19				小池田　崇史

		指針の修正の上承認は、1通の審査結果通知書しか出していないので、承認の方のみをカウントした。 シシンシュウセイウエショウニンツウシンサケッカツウチショダショウニンホウ

				324		17-015		医学系		その他				CIPHER：A Prospective, Multi-Center Randomized Phase 3 Trial of Carbon Ion versus Conventional Photon Radiation Therapy for Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer				変更申請		3/27/18		4/25/18		5/7/18		山田　滋		修正の上で承認		「研究資金提供の経緯を（東芝米国子会社又は支社からテキサス大学を経由して放医研に支払われる等の経緯を事実に即して）研究計画書・説明同意文書に明記することが望ましい」という委員会コメントをテキサス大学に伝え、可能であれば変更対応を依頼する。難しい場合にはその旨の返答を得たことを委員会へ報告すること。また、臨床研究法との関連について東芝日本本社の見解に関する回答を得ること（必ずしも法適用性の判断に至っていなくても現在の検討状況を確認することでよい）。

				581		16-028		医学系		その他				ニューロフィードバックと認知神経機能に関する研究				変更申請		9/28/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		修正の上で承認		説明文書に、本研究が二重盲検試験であることを追記すること。

				665		14-015		ゲノム		その他				ヒト死後固定脳および凍結脳のオートラジオグラフィーならびに組織化学的・生化学的手法を用いた、神経変性型認知症の分子メカニズムを明らかにするための分子マーカーの開発と評価				変更申請		11/26/18		12/26/18		1/4/19		佐原　成彦		修正の上で承認		変更申請書（書式10）における研究責任者の変更理由について、「職位変更に伴う業務見直しのため」と修正する。





継続

				審査ID		整理番号		試験区分		試験対象		試験タイプ		課題略称		修正後承認状況		審査区分1		申請日1		審査日		通知日		責任医師		審査結果		承認以外の理由等		委員会からの指示事項		特記すべき意見

		1		272		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				継続		2/26/18		4/25/18		5/7/18		山田　滋		承認

		2		289		16-035		医学系		その他				膵癌重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する安全性・有効性評価				継続		2/27/18		4/25/18		5/7/18		山田　滋		承認

		3		300		15-031		医学系		その他				局所限局性前立腺癌高リスク症例に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				継続		3/7/18		4/25/18		5/7/18		辻　比呂志		承認

		4		302		16-039		医学系		その他				限局性前立腺癌に対する重粒子線治療後のQOL調査				継続		3/5/18		4/25/18		5/7/18		辻　比呂志		承認

		5		305		16-004		医学系		その他				大腸癌術後骨盤内再発重粒子線治療後の局所再発・再燃に対する重粒子線再照射に関する有効性検証試験				継続		3/16/18		4/25/18		5/7/18		山田　滋		承認

		6		308		17-001		医学系		その他				子宮頸部腺癌の免疫組織学的評価とその放射線治療予後に関する後向き観察研究				継続		3/18/18		4/25/18		5/7/18		宮坂　勇平		承認

		7		327		16-005		医学系		その他				眼球派絡膜悪性黒色腫に対する重粒子線治療4回分割法の安全性・有効性評価				継続		2/26/18		5/23/18		5/30/18		辻　比呂志		承認

		8		328		17-007		医学系		その他				3D-Image-guided brachytherapy for Locally Advanced Cervical Cancer (Cervix-V)				継続		3/30/18		5/23/18		5/30/18		小此木　範之		承認

		9		336		17-005		医学系		その他				22q11.2欠失症候群における脳内ドーパミンおよびGABA神経伝達機能と精神症状との関連に関する研究				継続		4/25/18		5/23/18		5/30/18		高畑　圭輔		承認

		10		339		17-006		医学系		その他				間質性肺炎合併肺癌に対する重粒子線治療の後向き観察研究				継続		4/20/18		5/23/18		5/30/18		中嶋　美緒		承認

		11		361		14-028		ゲノム		その他				精神神経疾患の客観的診断のための体液バイオマーカーを用いた研究				継続		4/25/18		5/23/18		5/30/18		島田　斉		承認

		12		362		16-011		医学系		その他				放射線照射歯におけるEPR信号－線量関係の確立に関する研究				継続		4/25/18		5/23/18		5/30/18		吉井　裕		承認

		13		377		16-006		医学系		その他				炭素線治療施設の多施設臨床研究（J-CROS)QAのドライラン				継続		5/2/18		6/27/18		7/4/18		鎌田　正		承認

		14		396		12-010		疫学（旧指針）		その他				東電福島第一原発事故作業従事者の臨床経過と被ばく線量に関する検討				継続		5/29/18		6/27/18		7/4/18		立崎　英夫		承認

		15		400		17-009		医学系		その他				転移性肺腫瘍に対する重粒子線治療の多施設共同後ろ向き観察研究				継続		5/30/18		6/27/18		7/4/18		山本　直敬		承認

		16		416		17-010		医学系		その他				脈絡膜悪性黒色腫の造影増強効果を判定するためのDual-Energy CTの活用法に関する研究				継続		6/4/18		7/25/18		7/31/18		立花　泰彦		承認

		17		428		17-015		医学系		その他				CIPHER：A Prospective, Multi-Center Randomized Phase 3 Trial of Carbon Ion versus Conventional Photon Radiation Therapy for Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer				継続		6/19/18		7/25/18		7/31/18		山田　滋		承認

		18		446		17-013		医学系		その他				限局性前立腺癌外部放射線治療後の局所再発症例に対する救済重粒子線治療4回照射法によるPhaseⅠ/Ⅱ試験				継続		6/10/18		7/25/18		7/31/18		辻　比呂志		承認

		19		454		13-011		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所事故における周辺住民等の初期内部被ばく線量推計手法の開発に関する研究				継続		7/11/18		8/29/18		9/5/18		栗原　治		承認

		20		460		12-013		臨床（旧指針）		その他				解離・転換症状の認知神経機能に関する研究				継続		6/25/18		8/29/18		9/5/18		山田　真希子		承認

		21		463		08-016		臨床（旧指針）		その他				第五福竜丸乗組員およびトロトラスト沈着症の追跡調査				継続		7/19/18		8/29/18		9/5/18		富永　隆子		承認

		22		467		17-014		医学系		その他				統合失調症における脳内ホスホジエステラーゼ10A・神経伝達機能と臨床像との関連についての研究				継続		7/25/18		8/29/18		9/5/18		久保田　学		承認

		23		477		16-020		医学系		その他				精神症状関連認知機能と脳機能の網羅的解析研究				継続		7/27/18		9/26/18		10/2/18		須原　哲也		承認

		24		478		17-025		医学系		その他				腎細胞癌に対する炭素イオン線1週4回照射法のPhaseⅠ/Ⅱ試験				継続		8/6/18		9/26/18		10/2/18		辻　比呂志		承認

		25		488		17-016		医学系		その他				重粒子線治療を受けた患者のNANDA-Ⅰ看護診断ラベルの実態調査				継続		8/12/18		9/26/18		10/2/18		深尾　千枝子		承認

		26		503		17-027		医学系		その他				脳内ホスホジエステラーゼ10Aおよび脳内タウのイメージングによる双極性障害の背景病態に関するPET研究				継続		8/29/18		9/26/18		10/2/18		高畑　圭輔		承認

		27		513		14-002		臨床（旧指針）		その他				放射性リガンド(E)-[11C]ABP688を用いた、脳内代謝型グルタミン酸受容体5定量測定の再現性評価				継続		8/29/18		9/26/18		10/2/18		久保田　学		承認

		28		550		16-028		医学系		その他				ニューロフィードバックと認知神経機能に関する研究				継続		9/18/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		29		556		16-029		医学系		その他				視知覚体験の認知神経基盤研究				継続		9/26/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		30		562		16-030		医学系		その他				糖尿病神経障害に伴う痛み体験に関する研究				継続		9/26/18		10/24/18		10/31/18		山田　真希子		承認

		31		561		17-018		医学系		その他				日本原子力研究開発機構汚染事故での作業員の臨床経過と被ばく線量に関する研究				継続		9/27/18		11/28/18		12/4/18		富永　隆子		承認

		32		571		16-009		医学系		その他				個人の人体数値ファントムを用いる甲状腺中ヨウ素ー１３１測定の再構築に関する研究				継続		9/27/18		11/28/18		12/4/18		栗原　治		承認

		33		577		17-023		医学系		その他				頭蓋底・上位頚椎脊索腫に対する重粒子線治療効果の遡及的解析				継続		9/28/18		11/28/18		12/4/18		小藤　昌志		承認

		34		586		17-030		医学系		その他				子宮頸癌患者の腫瘍組織における免疫応答と予後についての検討				継続		10/4/18		11/28/18		12/4/18		小此木　範之		承認

		35		587		12-017		ゲノム		その他				非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する遺伝子多型の研究				継続		10/5/18		11/28/18		12/4/18		今井　高志		承認

		36		593		14-036		ゲノム		その他				包括的同意体制メディカルデータバンク				継続		10/11/18		11/28/18		12/4/18		今井　高志		承認

		37		597		17-028		医学系		その他				早期乳癌に対し腫瘍非切除で炭素イオン線治療を行い標準的補助療法を併用する治療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験				継続		10/15/18		11/28/18		12/4/18		尾松　徳彦		承認

		38		601		16-012		医学系		その他				切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				継続		10/1/18		11/28/18		12/4/18		鎌田　正		承認

		39		605		17-019		医学系		その他				呼吸性移動のある臓器に対する重粒子線回転ガントリー照射システムの臨床的安全性の検証				継続		10/14/18		11/28/18		12/4/18		山本　直敬		承認

		40		616		06-004		ゲノム		その他				ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究計画書　放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究				継続		10/4/18		11/28/18		12/4/18		今井　高志		承認

		41		629		17-034		医学系		その他				[18F]PM-PBB3を用いた神経変性疾患におけるタウ蛋白病変と臨床症状の関連性についての研究				継続		10/31/18		11/28/18		12/4/18		島田　斉		承認

		42		630		14-005		臨床（旧指針）		その他				脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた画像病理相関に関する研究 (多施設連携研究)				継続		10/31/18		11/28/18		12/4/18		須原　哲也		承認

		43		649		17-037		医学系		その他				原発性腎細胞癌に対する炭素イオン線治療				継続		11/12/18		12/26/18		1/4/19		粕谷　吾朗		承認

		44		662		17-033		医学系		その他				市販ヒト初代細胞由来iPS細胞のゲノム変異解析				継続		10/11/18		12/26/18		1/4/19		荒木　良子		承認

		45		663		14-024		ゲノム		その他				頭頚部癌組織における遺伝子発現の網羅的解析				継続		11/22/18		12/26/18		1/4/19		荒木　良子		承認

		46		689		12-006		臨床（旧指針）		その他				臨床病期Ⅱ、Ⅲ期食道癌に対する化学療法併用術前炭素イオン線治療に関する臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験				継続		11/30/18		12/26/18		1/4/19		磯崎　由佳		承認

		47		700		17-035		医学系		その他				線虫によるがん診断の高度化に関する研究				継続		12/5/18		1/23/19		1/29/19		鈴木　芳代		承認

		48		713		17-036		医学系		その他				個人の甲状腺形状を考慮した甲状腺線量評価手法の開発に関する研究				継続		12/26/18		2/27/19				栗原　治

		49		727		17-026		医学系		その他				肺癌に対する重粒子線治療の画像特徴量を用いた予後推定モデルの有効性評価研究				継続		1/8/19		2/27/19				野元　昭弘

		50		730		16-022		医学系		その他				ex vivo高磁場MRIによるヒト小脳構築の解析				継続		1/9/19		2/27/19				東　達也

		51		733		17-103		医学系		その他				脳腫瘍移植モデル				継続		1/7/19		2/27/19				吉井　幸恵

		52		751		13-001		臨床（旧指針）		その他				A study on the safety and efficacy of hypofractionated radiotherapy in post-operative irradiation for breast cancer patients (乳癌術後照射における寡分割照射法の有用性および安全性に関する研究)				継続		1/13/19		2/27/19				唐澤　久美子

		53		754		15-014		医学系		その他				全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価				継続		1/29/19		2/27/19				奥田　保男

		54		759		13-007		臨床（旧指針）		その他				抑うつ状態における脳内セロトニン神経伝達に関する画像研究				継続		1/30/19		2/27/19				久保田　学

		55		774		14-018		臨床（旧指針）		その他				局所進行子宮頚癌に対する画像誘導小線源治療に関する多施設共同前向き観察研究				継続		1/31/19		3/27/19				小此木　範之

		56		788		17-038		医学系		その他				頭頚部粘膜悪性黒色腫に対するDAV併用炭素イオン線治療に関する後向き観察研究				継続		11/16/18		3/27/19				高木　亮

		57		789		16-007		医学系		その他				全国重粒子線治療症例の登録および臨床評価				継続		2/5/19		3/27/19				鎌田　正

		58		798		14-029		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者に対する線量再構築に関する研究				継続		2/8/19		3/27/19				明石　真言

		59		804		17-108		医学系		その他				前立腺癌4回照射				継続		2/12/19		3/27/19				辻　比呂志

		60		818		18-001		医学系		その他				婦人科悪性黒色腫への重粒子線				継続		2/17/19		3/27/19				小此木　範之

		61		819		12-024		臨床（旧指針）		その他				低線量被ばくによる生体影響に関する細胞遺伝学的評価方法の開発と探索的調査研究				継続		2/15/19		3/27/19				原田　良信

		62		824		18-003		医学系		その他				深層学習の分類根拠を可視化する検討				継続		2/18/19		3/27/19				立花　泰彦

		63		826		14-030		疫学（旧指針）		その他				東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者に対する線量再構築に関する研究(日本原子力研究開発機構分)				継続		2/15/19		3/27/19				百瀬　琢磨

		64		830		14-010		疫学（旧指針）		その他				放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築の検討				継続		2/19/19		3/27/19				赤羽　恵一

		65		843		16-037		医学系		その他				脳内タウPETイメージングを用いた統合失調症と前頭側頭型認知症の共通病態の同定に関する研究				継続		2/27/19		3/27/19				久保田　学

		66		846		16-038		医学系		その他				自閉スペクトラム症と注意欠如・多動症における脳内ドーパミンD1受容体およびノルアドレナリントランスポーター結合と症状との関連についての研究				継続		2/27/19		3/27/19				久保田　学

		67		848		14-015		ゲノム		その他				ヒト死後固定脳および凍結脳のオートラジオグラフィーならびに組織化学的・生化学的手法を用いた、神経変性型認知症の分子メカニズムを明らかにするための分子マーカーの開発と評価				継続		2/27/19		3/27/19				佐原　成彦





終了中止

				審査ID		整理番号		試験区分		試験対象		試験タイプ		課題略称		修正後承認状況		審査区分1		申請日1		審査日		通知日		責任医師		審査結果		承認以外の理由等		委員会からの指示事項		特記すべき意見

		1		299		16-025		医学系		その他				消化管近接肉腫患者に対する重粒子線治療効果の遡及的解析				終了		3/1/18		4/25/18				今井　礼子

		2		304		16-003		医学系		その他				膵癌に対する超音波内視鏡下金属マーカー留置法を用いた重粒子線スキャニング照射システムの安全性・有効性評価				終了		3/16/18		4/25/18				山田　滋

		3		378		17-002		医学系		その他				弧立性リンパ節再発に対する重粒子線治療の多施設共同後ろ向き観察研究				終了		4/23/18		5/23/18				鎌田　正

		4		388		14-008		臨床（旧指針）		その他				強迫性障害に対する認知再構成の神経基盤に関するMRI研究				終了		5/22/18		6/27/18				小畠　隆行

		5		410		13-004		臨床（旧指針）		その他				局所進行子宮頚部扁平上皮癌に対する炭素イオン線とシスプラチンによる化学療法の同時併用療法に関する臨床第Ⅰ／Ⅱ相試験				終了		6/5/18		7/25/18				小此木　範之

		6		445		14-023		ゲノム		その他				腫瘍性疾患の病態解明と個別化予防・医療に関する研究				終了		6/28/18		8/29/18				荒木　良子

		7		483		17-024		医学系		その他				胆管癌に対する重粒子線治療の多施設共同後ろ向き観察研究				終了		8/9/18		9/26/18				鎌田　正

		8		493		16-041		医学系		その他				重粒子線回転ガントリー照射システムの臨床的安全性の検証				終了		8/17/18		9/26/18				小藤　昌志

		9		522		10-011		ゲノム		その他				声門癌放射線治療後の急性粘膜炎および音声機能の変化に関与する遺伝子多型の解析研究				終了		8/30/18		10/24/18				今井　高志

		10		523		17-008		医学系		その他				軟骨肉腫患者に対する重粒子線治療効果の遡及的解析				終了		7/31/18		10/24/18				今井　礼子

		11		553		17-031		医学系		その他				A complex study of the bio-dosimeter response in wide LET range				終了		6/26/18		10/24/18				Vladimir Kushin

		12		564		17-022		医学系		その他				口腔がんに対する重粒子線治療効果の遡及的解析				終了		9/26/18		10/24/18				伊川　裕明

		13		600		17-029		医学系		その他				婦人科腫瘍における放射線治療後の照射野内または辺縁リンパ節再発に対する重粒子線治療の遡及的解析				終了		10/8/18		11/28/18				若月　優

		14		714		16-010		医学系		その他				高齢者子宮頸癌患者に対する放射線治療後の予後解析				終了		1/4/19		2/27/19				小此木　範之

		15		716		16-005		医学系		その他				眼球脈絡膜悪性黒色腫に対する重粒子線治療4回分割法の安全性・有効性評価				終了		12/25/18		2/27/19				辻　比呂志

		16		738		16-032		医学系		その他				低線量肺がんCT検診の有用性に関する研究				終了		1/18/19		2/27/19				神田　玲子

		17		741		17-023		医学系		その他				頭蓋底・上位頚椎脊索腫に対する重粒子線治療効果の遡及的解析				終了		1/21/19		2/27/19				小藤　昌志

		18		750		15-028		医学系		その他				子宮頸がん根治的放射線治療における組織内照射併用腔内照射の第Ⅰ/Ⅱ相試験				終了		1/24/19		2/27/19				小此木　範之

		19		779		17-101		医学系		その他				根治放射線治療後の前立腺癌内部再発に対する局所炭素イオン線治療				終了		1/31/19		3/27/19				粕谷　吾朗

		20		781		17-037		医学系		その他				原発性腎細胞癌に対する炭素イオン線治療				終了		1/31/19		3/27/19				粕谷　吾朗

		21		803		16-031		医学系		その他				安静時のBOLD信号と脳血流との相関性に関する研究				終了		2/1/19		3/27/19				生駒　洋子





安全性逸脱SAE

				審査ID		整理番号		試験区分		試験対象		試験タイプ		課題略称		修正後承認状況		審査区分1		申請日1		審査日		通知日		責任医師		審査結果		承認以外の理由等		委員会からの指示事項		特記すべき意見

		1		608		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				安全性報告		10/18/18		10/24/18		10/31/18		山田　滋		承認

		2		618		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				安全性報告		10/30/18		11/28/18		12/4/18		山田　滋		承認

		3		641		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				安全性報告		11/8/18		11/28/18		12/4/18		山田　滋		承認

		4		655		15-026		医学系		その他				局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験				安全性報告		11/19/18		11/28/18		12/4/18		山田　滋		承認

		5		692		12-006		臨床（旧指針）		その他				臨床病期Ⅱ、Ⅲ期食道癌に対する化学療法併用術前炭素イオン線治療に関する臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験				逸脱		11/30/18		12/26/18		1/4/19		磯崎　由佳		承認

		6		699		16-012		医学系		その他				切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				安全性報告		12/5/18		12/26/18		1/4/19		鎌田　正		承認

		7		702		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				安全性報告		12/17/18		12/26/18		1/4/19		鎌田　正		承認

		8		834		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				安全性報告		2/25/19		2/27/19				辻　比呂志

		9		838		16-023		医学系		その他				手術不能肺野型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験				安全性報告		2/27/19		3/27/19				辻　比呂志





2018まとめ

		システムの審査情報一覧を用いてカウント

														法の審査内訳 ホウシンサウチワケ						分野 ブンヤ								法（10件）の課題略称 ホウケンカダイリャクショウ

				指針（3月審査予定分含む）		指針（3月予定分）		法（3月審査予定分含む）		法（3月予定分）				内部 ナイブ		外部 ガイブ				PET		重粒子 ジュウリュウシ		その他 ホカ				放射性リガンド[18F]T-401による脳内モノアシルグリセロールリパーゼ定量測定法の確立

		新規申請		38		3		10		2				4		6				5		3		2				家庭用温熱パックの安全性評価試験

																												重症頭部外傷患者に対するポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を用いた縦断研究

		変更申請		91		9		2		2				1		1												CIPHER

		継続審査・定期報告		67		13		-		-										重粒子 ジュウリュウシ		PET		その他 ホカ				乳腺II

		終了・中止報告		21		3		-		-										3		5		2				乳腺I

		安全性・逸脱		9		1（委員会まで増える可能性有） イインカイ		-		-																		CAD/CAMデジタルデンチャー

		新規以外の合計 シンキイガイ		188				2																				タウとアミロイドPETによる認知症研究

																												[11C]4DST-PETによる腫瘍診断

		審査結果が「継続審査」だった場合の継続審査 シンサケッカケイゾクシンサバアイケイゾクシンサ		-		-		3		-				1		2												FBPA-P ETの有用性

		委員会開催回数 イインカイカイサイカイスウ		開催日 カイサイビ		臨床研究法該当課題 リンショウケンキュウホウガイトウカダイ

		第1回 ダイカイ		2018"年"4"月"25"日"

		第2回 ダイカイ		2018"年"5"月"23"日"

		第3回 ダイカイ		2018"年"6"月"27"日"

		第4回 ダイカイ		2018"年"7"月"25"日"

		第5回 ダイカイ		2018"年"8"月"29"日"

		第6回 ダイカイ		2018"年"9"月"26"日"

		第7回 ダイカイ		2018"年"10"月"24"日"		L18-001

		第8回 ダイカイ		2018"年"11"月"28"日"		L18-002

		第9回 ダイカイ		2018年12月6日
（木曜日） ネンガツニチモクヨウビ		L18-003

		第10回 ダイカイ		2018"年"12"月"26"日"		L18-002継続審査 ケイゾクシンサ

		第11回 ダイカイ		2019"年"1"月"10"日"		L18-003継続審査 ケイゾクシンサ

		第12回 ダイカイ		2019"年"1"月"23"日"		L18-004

		第13回 ダイカイ		2019年2月8日
（金曜日） ネンガツニチキンヨウビ		L18-008

		第14回 ダイカイ		2019年2月14日
（木曜日） ネンガツニチモクヨウビ		L18-005、L18-006、L18-004継続審査 ケイゾクシンサ		L18-005と006は非特定の可能性もある ヒトクテイカノウセイ

		第15回 ダイカイ		2019"年"2"月"27"日"		L18-007

		第16回 ダイカイ		2019年3月8日
（金曜日） ネンガツニチキンヨウビ		L18-011、L18-012

		第17回 ダイカイ		2019"年"3"月"27"日"		L18-001変更、L18-002変更 ヘンコウヘンコウ
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臨床研究審査委員会における主な指摘

【医学系指針】

• 企業資金のある研究の臨床研究法該当性

• 試料提供元のインフォームド・コンセント等の記述・
利益相反管理の記述

• 情報公開文書における記述

• 包括同意により試料保管する研究における二次利
用研究の説明のあり方

• 研究対象者の選択におけるバイアスの可能性

• 「侵襲」の定義と関連して、研究対象者のリスク低
減の対応

• 重篤安全性情報に際し研究継続の適否を要確認
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臨床研究審査委員会における主な指摘

【臨床研究法】

• データの信頼性を確保するためのデータマネジメン
トの方法・手順、所見を記載する医師の業務分担、
重篤有害事象発生時の中止基準、評価方法等の
記載が不十分。

• 適格基準・評価方法に関する記載不十分。

• 日米共同研究において、補償に関する「免責の文
言」が米国ガイドラインに抵触する可能性。

• 研究計画書内の記載不整合。

• 説明文書誤記。
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医学系指針に基づくモニタリング・監査実施件数

調査年度 研究部門 モニタリング
実施件数

監査
実施件数

平成28年度 重粒子治療研究部 ０件（他部門

にて実施）

２件

脳機能イメージング
研究部

５件 該当無

平成29年度 重粒子治療研究部 ５件 １０件
脳機能イメージング
研究部

１２件 該当無

平成30年度 重粒子治療研究部 ８件 ５件
脳機能イメージング
研究部

１件 該当無
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【主な指摘事項：研究データ関連】

脳機能：実地調査により見出されたエラー：

• 二次利用目的の静脈採血：最初の2例につき実施漏れ。（研究
対象者からの同意取得済み）
→研究開始前に研究者と研究協力者の間で手順の確認不十
分・チェックリストに不備。

重粒子：直接閲覧により見出された、要修正エラー：

• 診察もれによるデータ欠損1件（カルテのみ閲覧）

• 1症例の2項目の評価データ取得漏れ（同上）

• 3件の非重篤有害事象の転記ミス（カルテ・研究ﾃﾞｰﾀ照合）

• 1件の評価資料記載ミス（同上）

• 3件の判定日記載ミス、1件の再発有を無しと記載、1件の項目
選択ミス、1件記入漏れ（同上）

→多忙な医師がチーム内QC体制のない中で作業。

診察漏れについては今後は臨床研究支援室で予約確認。



【主な指摘事項：規制適合性関連】

• 重粒子モニタリング：2件のモニタリングで研究計

画書に必要でない項目（他の計画書の流用によ
る）、同意文書誤りによる再同意につきカルテに
事情記載の不足、文書管理の不備（紛失は無し）
があった。

• 重粒子監査：5件の監査で規程・手順書・審査申
請手順等に関する手続的指摘事項があった。
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内容

１．人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針（医学系指針）：Q&A
２．臨床研究法

３．審査／モニタリング・監査の実施状況報告

４．まとめと今後の方向性・お知らせ
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まとめと今後の方向性

• 倫理指針にモニタリング・監査が入り、個人情報保護法を受け
た倫理指針の改正、さらに臨床研究法、所内の電子システム整
備など、年々、様々な変化があった。

• 実施体制はある程度整備され、安全性・信頼性に関わる重大な
事象も発生していないが、まだまだ不備がある。

 計画書・説明文書・情報公開文書の記載不備

 承認後に行うべきことの遅れ

 UMIN登録、情報公開文書は対応されつつあるが、

研修受講、実施状況報告、終了報告等は十分ではない

 モニタリング⇒資料保管不備、データ誤入力等の指摘

⇒組織としての体制整備が必要

• 「研究対象者の保護」「研究の信頼性の確保」

⇒個々人の意識の中で基本理念の確立
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「臨床研究審査委員会の新規申請の事前相談
および資料作成支援の開始について」

2019年2月25日 信頼性保証・監査室

放射線医学総合研究所 臨床研究審査委員会 事務局

• 新規申請の締切 開催日６週前⇒８週前に変更

• 内容がわかる文書を用意

• 全課題につき対面の申請相談

• 希望に応じて申請資料の作成支援

• 新規・その他のすべてのシステム上の申請は委員
会開催４週前までに行う。

• 締切までに受理できない場合には翌月以降。
48

お知らせ

計画書等作成支援・助言（校正、定型文案提供等）
QCチェック（誤記・記載漏れ等） 入力支援（システム操作）



49

ご清聴ありがとう
ございました！
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