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第5回TMC活動報告会
日時

：

平成26年4月24日（木）15：00～18：00

場所

：

国立精神・神経医療研究センター

プログラム
Ⅰ

Ⅱ

研究所３号館1階

セミナー室

：

開会の挨拶

15：00～15：10

センター長

武田

伸一

TMC各部の活動報告
座長：副センター長

15：10～17：00
後藤

雄一

臨床開発部
「NCNPバイオバンク事業の活動状況」
副センター長

「精神・神経疾患バイオリソースの構築」

後藤

雄一

西野

一三

バイオリソース管理室長 服部

功太郎

「先端診断技術開発室の活動報告」
臨床開発部長
情報管理・解析部
「NCNPの若手PIを育成する
Clinical Research Track」
情報管理・解析部長

松岡

「NCNP発の多施設共同臨床試験
：Happy Nurse Project」

豊

臨床研究計画・解析室長 渡辺 範雄

臨床研究支援部
｢Remudy －TMCが提案する希少疾患レジストリー
のモデルと臨床研究基盤整備｣
早期・探索的臨床試験室長

木村

「筋ジストロフィー臨床試験ネットワーク
希少疾患の医薬品・医療機器開発モデルを目指して」

円

臨床研究支援部 小牧

宏文

「医師主導治験等の支援に関するTMCの取り組み」
臨床研究支援部

Ⅲ

特別講演

鈴木

麻衣子

17：10～18：00

座長：センター長

武田

伸一

「アカデミックリサーチオーガニゼーション（ARO）体制整備の現状と課題
Present state and scope of Academic Research Organization」
公益財団法人

先端医療振興財団

臨床研究情報センター長 福島

問い合わせ先

：

TMC事務局

雅典

伊藤（内線7843）

企画医療研究課

四元

平成26年度講義等開催予定
タイトル

内容（日程）

第4回

臨床研究を学ぶきっかけとなることを目指した入門コースであり、講義と

CRT入門講座ワークショップ

グループワークを組み合わせて実施する（7月25日、26日）

臨床研究計画書

研究計画書の書き方を学ぶ少人数セミナー。競争的研究資金の募集に応募でき

ブラッシュアップ特訓セミナー

る書式・水準を目標とする（6月20日、7月19日、8月22日、9月20日）

第50･51回筋病理セミナー

講義と実習を通じて筋病理学の基本と代表的な筋疾患の概要を学ぶ
（第50回：7月28日～8月1日、第51回：8月25日～8月29日）
若手研究者が自らの研究についてプレゼンテーションを行い、研究内容のディ

若手育成カンファレンス

スカッションとプレゼンスキルアップの機会とする（開催予定は下に記載）

主要雑誌

「NEJM」、「JAMA」、 「Lancet」、「BMJ」、「Ann Intern Med」

ジャーナルスクリーニング

「Nature」、「Science」誌の抄読を行い、世界の臨床研究の流れを共有する
（毎週水曜日PM0:15~1:00、TMC棟2F会議室）

詳細につきましては、TMCのホームページよりご確認下さい。（http://http://www.ncnp.go.jp/tmc/)
若手カンファレンス開催予定（水曜日PM0:15~1:00、TMC棟2F会議室）
開催日

演者

開催日

演者

4月23日

安村

明

（精研

知的障害部）

10月22日 五郡 直也（病院

看護部）

5月28日

山野

真弓（病院

リハビリ部）

11月26日 樋口 愛

看護部）

6月25日

坂本

岳之（病院

看護部）

12月24日 有明 陽佑（病院

リハビリ部）

9月24日

織田

千尋（病院

リハビリ部）

1 月 2 8 日 原 恵子

薬剤部）

（病院

（病院

E-ラーニングのご案内
TMCにて企画された実践講座・倫理講座の講義内容は「CRT-web」にて公開しております。
CRT-webでは他にも古川先生（京都大学）の講演「エビデンスの名のもとに行われる悪行の数々
（偽エビデンスにだまされないために） 」や、慶應義塾大学認知療法・認知行動療法研究会の講
師陣による「うつ病の認知療法・認知行動療法ワークショップ」など、医療者・研究者に
役立つコンテンツが満載となっております。是非ご確認ください。

http://www.crt-web.com/

TMC臨床研究簡易相談窓口のご案内
はじめに
よい臨床研究を行うことは、医学の進歩につながり、患者さんのためのより良い医療に
反映されます。そうした臨床研究を行いたいと思っても、最初のうちは、行うに当たって
考えるべきことやセンター内での手続きも多く、なかなか研究の道筋も見えにくいことが
あると思います。ある程度経験された先生方でも、サンプルサイズの問題、倫理的な対応
など、迷うシーンがあるのではないでしょうか。
そうした臨床研究を行うハードルを少しでも低くするため、また研究の質を高めるた
め、本センターには先生方の研究を様々な面からバックアップする体制があり、その窓口
として臨床研究相談窓口があります。

臨床研究相談窓口について
トランスレーショナル・メディカルセンター（TMC）では、センター職員の皆様が臨
床研究を円滑に計画、実施することを支援するため、「臨床研究相談窓口」を開設して相
談を受け付けています。
臨床研究相談窓口においては、基本的に単回の相談を主体とし、臨床研究の計画段階、
実施段階等いずれのステージにおいても相談員がアドバイスを行います（ただし、統計解
析に関しては、計画段階のみ）。
研究のアイデアはあるものの、どのように進めていったらよいのかわからない、被験者
保護について、どの程度確保すべきか相談したい、又はプロトコールは出来上がっている
がセンター内での実施支援体制や手続きについて知りたいなど、研究の計画・実施のため
のあらゆる疑問、相談にお答えしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

臨床研究相談窓口で受け付けている主な相談
●臨床研究のデザイン
（対象集団や症例数の設定、統計学的事項の設定、研究倫理、GCP対応
●研究者主導臨床試験の計画・実施
（医師主導治験の支援、病院での研究実施支援
●知財、契約、特許
（多施設共同研究、委受託研究

等）

等）

●申請手続き
（倫理委員会、IRB、プロトコルレビュー委員会 等）

等）

相談の申し込み方法
相談の申し込みは、窓口（kenkyu-soudan@ncnp.go.jp）まで、相談したい内容を所定の
様式（desknet’sのトップページ下部の「TMC臨床研究相談窓口からのお知らせ」＞臨床研究
質問・相談申込書 から入手できます。）に記入し、メールに添付してご相談ください。内容
に応じて、相談員が対面又はメール等にて対応をいたします。
ご相談をいただく際には、相談したい具体的なポイントをお示しください。相談いただい
た内容によっては、より詳細な質問内容を伺うためにご連絡をすることがあります。また、
研究計画等を既に作成している場合はその骨子を示していただけると、より質問の意図に
沿って迅速にお答えすることができますので、ご協力をお願いいたします。

また、現在、TMCを中心として、臨床研究相談窓口を皆様により活用いただきやすくすべ
く、申請書などについての検討を行っています。当窓口について、お気づきの点やご意見等
がありましたら、窓口（kenkyu-soudan@ncnp.go.jp）までご意見をお寄せください。

相談の流れ

相談内容
（試験計画概要）

相談

相談内容確認
相談員決定

面談※

相談者
相談窓口

※希望によりメール
の場合もあり

TMC臨床研究相談窓口
申込み先：kenkyu-soudan@ncnp.go.jp
相談日：原則 毎週金曜日 午後
相談員：松岡 豊（TMC情報管理・解析部長）
渡辺 範雄（TMC情報管理・解析部 臨床研究計画・解析室長）
伊吹 友秀（TMC 流動研究員）
鈴木 麻衣子（TMC臨床研究支援部 臨床研究支援室員）ほか

TMCバイオリソース管理室のご案内
○概要
バイオリソース管理室は、センター内で行われる検体研究を
支援するために設けられた部署です。被験者さんと研究者のイ
ンターフェースとして、説明・同意、症状評価、検体採取をサ
ポートするとともに、検体・情報を適切に管理し、より多くの
研究者に、より質の高い検体を提供するよう努めております。
これまで、病院・研究所と協力し800検体以上の脳脊髄液を集
積し、ナショナルセンター・バイオバンク事業の立ち上げ・運
営、検体・付随情報のデータベース化などを行ってまいりまし
た。今後、より質の高い検体と付随情報の収集に努めるととも
に、それらを利用したバイオマーカーの探索も支援して行きた
いと考えています。
○拠点と体制
我々の根拠地はセンター病院とTMC棟の間にあるクラス
ター研究棟内にあります。しかし、日中、スタッフは病院の外
来や病棟・実験室、研究所などに広範囲に散らばっていること
が多く、全員が集合することは、なかなかありません。直接検
体収集に関わっているスタッフとしては臨床心理士が４名、臨
床検査技師が２名、医師が１名の計７名です（図1）。臨床心
理士はインフォームド・コンセントや症状評価、臨床検査技師
は採血や検体の処理を主な任務としていますが、各々、自分の
得意分野を生かした仕事も抱えており、例えば、横田さんは検
査の企画や説明書文書づくり、松村さんはシステム・エンジニ
アでもあることからデータベースの構築、中野さんは被験者さ
んのサポート、岩城さんは臨床検査部の業務の一部なども担っ
ております。検体処理や解析、情報入力やシステム開発のお手
伝いをするメンバー（山口さん、宮川さん）も机を並べてお
り、間接的に収集業務をサポートしております。これらのス
タッフで、病院主導の検体研究を４件、研究所主導の研究を５
件、多施設共同研究を２件に関わってまいりました。中でも特
に力を入れている、脳脊髄液の収集、ナショナルセンター・バ
イオバンク事業について、もう少し詳しく紹介したいと思いま
す。
○脳脊髄液の収集

ると同時に、神経研究所疾病研究第三部と協力して精神疾患や
健常対照者の脳脊髄液の収集も行ってまいりました。
センター病院の検体収集については、現場の負担をできるだ
け軽くしつつ、質の高い検体が得られるよう努めております。
条件検討により検体の“鮮度”が重要ということがわかりまし
たので、得られた研究用検体は直ちに氷に挿して検査部に輸送
し、遠心後タンパク質低吸着チューブに分注・保存していま
す。後日再検査のオーダーが出た際には、その分注した検体を
用います。検査部の超低温冷凍庫に約一カ月保存後、匿名化し
TMCに移されます。その時点で研究用検体となるわけです
が、一旦TMCに入った後でも、再検査のオーダーがあれば対
応可能で、研究用検体であっても臨床上の要請を最優先にして
おります。
統合失調症・うつ病などの精神疾患については研究目的の腰
椎穿刺を自分たちで行っております。被験者さんのリクルート
はセンター病院の精神科や、家族会（東京つくし会）などの協
力を得て、ポスターやチラシ、ホームページなどを用いて行っ
ています。また、インフォームド・コンセント、腰椎穿刺、症
状評価などはクラスター病棟を利用させていただいておりま
す。静かで、お茶・コーヒーも摂取できる（副作用防止に良
い）非常に快適な環境です。研究目的の穿刺は、診療上は必要
のないものですので、より安全で苦痛の少ない検査を目指して
おります。我々は特殊針（Atraumatic needle）を使用するこ
とで、腰椎穿刺後頭痛の発生率を約15%と通常の半分程度に
抑えることができました。また、細い針(29G)で麻酔を行い９
割の被験者は採血と同等以下の痛みであったと言っておりま
す。穿刺前の診察や、精神疾患の症状評価、検体分注の情報な
どはiPad等の端末から入力され、松村さんが開発したデータ
ベースで一元的に管理されます。
現在までに合計800検体以上の脳脊髄液が集まっております
が（図2）、うち450検体以上が精神疾患・健常対照の研究目
的採取で、世界でも最高レベルのリソースとなっております。
これらを利用し、オミックス解析を含む様々な研究が進行中で
す。

従来、脳脊髄液は脳室内の脈絡叢で産生されると考えられて
いましたが、近年、実は脳の外表面より“浸みだしてくる”と
する仮説が有力となってきました。アルツハイマー型認知症の
有力な診断マーカー（タウタンパク質の測定）が開発されたこ
ともあり、脳神経疾患のバイオリソースとしての脳脊髄液の価
値が再認識されつつあります。バイオリソース管理室では、セ
ンター病院と協力して、主として神経疾患の脳脊髄液を収集す

図2脳脊髄液検体数の推移

図1バイオリソース管理室スタッフ

○ナショナルセンター・バイオバンク・プロジェクト
当センターは、国立がん研究センターや国立循環器病研究セン

トができると期待しております。
もうひとつの作業としては、利活用委員会を立ち上げ、便利で

ター等、国内の６つのナショナルセンターと共同で「ナショナル 透明性の高い検体利用の仕組みを構築することです。従来では、
センター・バイオバンク」というプロジェクトを進めておりま

検体研究を行うためには、検体収集をしている研究者の承認を得

す。それぞれ専門をもつ国立高度医療研究センターが協力するこ るだけではなく、倫理申請や、場合により共同研究委員会の申請
とで、主要な重要疾患の検体を網羅し、質の高い付随情報を確保 など、様々な手続きに数か月要し、このために研究断念している
しようという目論見です。得られた検体はナショナルセンターだ ケースさえあります。この手続きをできるだけ、明快で簡素化す
けではなく、企業も含む国内外の研究機関が、できるだけ簡便な ることが検体研究の活性化に重要と考えております。
手続きで利用できるようにし、新しい診断・治療法の開発に貢献
することを目指しております。
当センター内では、後藤TMC副センター長、吉田臨床検査部長
を中心に昨年度からワーキンググループで検討が行われ、まず、

○結語
以上、当管理室の業務について簡単な紹介をさせていただきま

頻度や検体需要が大きい疾患を多く扱っている精神科から事業を した。最後に我々の活動をしているうえで、ひとつ心配している
開始することが決まりました。また、運営に当たっては、吉田部 点を申し上げておきたいと思います。検体収集は細胞や動物の実
長の「三方よし」、すなわち、患者・医療者・研究者、三者に

験と異なり、患者さんや医師、看護師との信頼関係の構築、副作

とって良い事業であるべきという方針にしたがい、医療者・患者 用を含む様々な問題の対応など、目に見えない仕事が数多くあり
の負担を最小限にするとともに、参加することで医療の質の向上 ます。研究者にとっては、一症例の一回分の検体にすぎなくて
にも貢献できることを目指しました。
具体的な調査の流れを説明します。まず、外来初診の際の問診
票に、バイオバンクの共通調査項目を加えます。他のナショナル
センターの需要も反映しているため、生活習慣病や家族歴がより
詳しく含まれています。診察を受け、担当医の簡単な説明に患者
さんが興味をもった場合、我々の心理士が詳しい説明を行い、同
意が得られれば採血をするという流れです。統合失調症や気分障
害、不安障害などが疑われる患者さんについては、症状評価
（MINI, PANSS, HAM-D, MADRS）も追加調査として行います。
また、医師の指示により他の神経心理検査を行う場合がありま
す。これらの調査は無料で行われ、結果はバイオバンクのデータ
ベースに入力されるとともに電子カルテにも反映されます。した
がって、調査に参加することで、少なくとも医療情報の質が向上
し、場合によってはMINIなどのスクリーニング検査を通じて、疾
患の見逃しを防いだりする可能性もあります。
昨年末より吉田部長と有馬副院長の外来で条件検討的に調査を

も、医療者は、その患者さんと長くつきあって行くということも
あります。検体収集の現場とそれを利用する研究者が離れてしま
うことで、そのような背景がみえにくくなり、「医療現場のみに
負担があり、研究者のみが成果を得る」という不公平な構図が浮
かびあがる恐れがあります。そのような不公平感を生まないため
には、研究者が解析結果を自らの成果ではなく、医療に還元すべ
きものと認識し、医療者や患者への感謝を忘れないことが重要だ
と考えます。もちろん、マーカー開発や創薬につながり、直接現
場に成果を還元することが最高なのですが、すぐにできることで
はありませんので、少なくとも医療者・患者への成果の報告、研
究の紹介活動は必要だと思います。また、上記の不公平感を回避
する、より簡便な方法として、医療者自身が主体的に検体研究に
関わることも有効だと思います。今後は、そのような研究のサ
ポート・研究所との連携促進ができればと考えております。ご協
力よろしくお願いいたします。
（TMC

バイオリソース管理室

服部功太郎）

行ってまいりましたが、今年の４月以降からは徐々に対象を広
げ、現在は月４０件以上の登録数となっています。統合失調症、
うつ病、認知症の患者さんの登録が多いですが、付き添いのご家
族が参加されるケースもございます。また、研究上非常に貴重な
未治療例も、増えてきております。
このバイオバンク事業については、現在、主に二つの作業を
行っています。ひとつは、システムの連携です。連携は３つのシ
ステムとの間で進められています。病院との間には、バイオバン
クの調査結果を電子カルテに反映させるだけでなく、診断や処方
のデータを匿名化しバイオバンク側で受け取るシステムの構築が
波多野医療情報室長の主導によりすすめられています。また、集
積された検体と情報をセンター内の研究に用いるためのデータ
ベース・統計解析システム（SAS）を永井顧問が構築しておられ
ます（図3）。これにより、検体解析で得られた情報・知識もセ
ンター内に蓄積する基盤ができるわけです。そして、３番目の連
携が、ナショナルセンター・バイオバンクの中央データベースと
の間で行われるもので、６つのナショナルセンターの検体のデー
タを中央に集積し、一覧できるサイト・相談窓口を構築する予定
です。これにより、研究者にとって便利なワン・ストップ・サイ

図3バイオバンクに関する情報の流れ

平成25年度 秋期新規入職者ごあいさつ

2013年9月1日から情報管理・解析部でお世話になっており
ます、科研費研究員の成澤知美と申します。
大学時代は音楽（トランペット）を学び、卒業後は音楽隊に誘
われて警察官になりましたが、その中で犯罪被害者の方へのサ
ポートの必要性を感じ、臨床心理士になりました。
今は、犯罪などの被害に遭われた方や対人援助職の心理的ケ
ア、特に看護師さんの精神的なサポートについて研究をしてお
ります。
社会の裏側は多少学んでまいりましたが、研究は皆様のご指導
をいただきながら学ぶことができればと思います。
ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
情報管理・解析部
臨床研究計画・解析室
成澤

知美

2013年11月25日付でTMC臨床研究支援部臨床研究支援室に
着任した鈴木麻衣子です。
本センターへは、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機
構）からの出向で参りました。これまでは、PMDAの他、厚生
労働省へ出向して、医薬部外品等の承認審査、医薬品の安全対
策（添付文書の改訂、副作用被害救済制度の判定業務）、医薬
品等の安全性情報の収集・提供、ICHにおける医薬品辞書の規格
策定への協力などの業務に携わってきました。
この度、臨床医学研究やトランスレーショナルリサーチについ
て先端的な取組みを行っている本センターにおいて働ける貴重
な機会をいただくことができ、非常に嬉しく思っています。
現在は、医師主導治験のプロジェクトマネージャーや臨床研究
相談窓口の窓口業務等といった研究支援業務を行っています。
私にとって未知の領域であり勉強の毎日ですが、これまでの経
験や薬事の知識も活かしつつ、先生方の研究を円滑に進めるた
めに精一杯の支援ができるよう、尽力をしていきたいと思いま
す。今後ともご指導のほど、お願いいたします。

臨床研究支援部
臨床研究支援室
鈴木

麻衣子

どうかよろしくお願いします！

倫理委員会事務局ニュース
「倫理委員会って何？」
臨床研究の計画について「研究参加者の人権や安全に配慮がなされて
いるか？」「研究の科学的な根拠は妥当か？」といった事項を、第三者
的視点から審議し、より良い研究を実施するため」「想定される問題を
未然に防ぐため」研究者に対してアドバイスを行った上で、その研究を

倫理性 科学性

実施するのが適切かどうかの判断を行っております。

倫理申請の前にしておくこと
◎下準備：「倫理審査申請システム」利用登

参考に）申請書類一式を作成して下さい。

録と「臨床研究倫理講座」の受講登録

もし研究計画を立てる際に困った事があれば

NCNPの倫理申請はWEBを使った電子システム
「倫理審査申請システム」を使って行われます。
まずはこのシステムに登録しましょう。

「TMC臨床研究相談窓口」に相談してみるとアド
バイスが得られるかと思います。

◎実施体制を確認する：安全管理は十分？

Desknet’sにリンクを設置しています。「倫理審

臨床研究を一人で実施することはまれで、多く

査申請システム」はDesknet’sとは異なり、セン

の場合は共同研究者を募って実施されています。

ターの外からでもアクセスできますので、ブック

また必要な症例数を確保するなどの理由から、他

マークを入れておけばご自宅のPCからでも倫理申

の施設に共同研究機関として参加して頂くことも

請手続きができます。

あります。まずはこれらの方々に研究計画を説明

次に、「臨床研究倫理講座」を受講しましょ
う。研究者の義務と位置づけられており、適切に

して協力を仰ぎ、各々が実際に分担する作業を確
認して下さい。

受講をしていない方は倫理申請を行うことはでき

研究が「新しい事実や解釈の発見」を目的とし

ません。どうしても都合が付かないといった方は

て行うものである以上、どれだけ綿密な計画を立

e-ラーニングを受講するという手段もありまの

てても、研究参加者のリスクを0にすることはで

で、詳細はTMCのHPにてご確認下さい。また、

きません。有害事象が発生した際にどのような対

自分のやりたい研究分野のガイドラインもご確認

応を取るのか、具体的に検討を行う必要がありま

下さい。特に厚生労働省の制定した倫理指針につ

す。想定されるリスクによっては「臨床研究補償

いては必須となります。また、NCNPが定める規

保険」の契約を検討して下さい。また「医薬品・

程・手順書もご確認下さい。（「倫理審査申請シ

医療機器を用いた介入研究」などの場合はより綿

ステム」の「リンク集」から確認できます）

密なプロトコールの作成と「プロトコール・レ
ビュー委員会」の査読が必要となる場合もありま

◎研究計画を立てる
いよいよ研究計画の立案です。とはいえいきな
り研究計画書を書き始めるのではなく、まずは
PICO/PECO（図.1）を書き出してみましょう。
これが研究計画の骨子になります。研究計画書や
他の必要書類は「倫理審査申請システム」にひな
形がありますので、注釈等を参考に（※あくまで

す。
P：Patient/Problem（対象者は？）
I：Intervention（介入の内容は？）/
E：Exposure（曝露の内容は？）
C：Comparison（比較対象は？）
O：Outcome（何を評価するか？）
図.1 PICO/PECO

患者さんを対象に病院で研究を実施する場合は、
他の患者さんとの兼ね合いや緊急時の対応について
など、病院内での体制を確認しておく必要がありま
す。なお、NCNP病院では「病院臨床研究推進委員
会」がこうした対応を調整する窓口となっていま
す。他にも、他機関との試料・情報の授受や、特許

メモその1：ICH-GCPについて
ICH-GCPは臨床試験の実施等に関する国際的な
基準です。「臨床研究に関する倫理指針」と比較し
て、データの信頼性を保証する手続き等について
より詳細に定義されており、国際共同研究等を実施

権など知的財産権の発生などが想定される場合は、

する際にはこれに準拠することが求められるケース

その後のトラブルを避けるために適切な契約を結ぶ

もあります。ICH-GCPに準拠した研究として倫理申

必要があります。「TMCビジネスディベロップメン

請を行う場合、他の研究とは手続きが異なりますの

ト室」が窓口として、対応を行っています。

で、事前に「TMC臨床研究相談窓口」までご連絡頂
けると幸いです。

いざ倫理申請！
◎申請手続き：所属長の許可を忘れずに
「倫理審査申請システム」にログインし、
メニューから「新規申請」を選んで示される情報
を確認した上で入力を行って下さい。入力に関し
て不明な点がある場合は「倫理委員会事務局」ま
でご連絡下さい。「申請」ボタンを押すと申請が
確定します。その後「印刷用画面の表示」ボタン
を押してpdfの申請書を表示・印刷し、他の申請
書類一式と共に所属長（院長・所長・センター
長）に提出して了承の印を受け、倫理委員会事務
局に提出して下さい。なお、申請書類については

「倫理委員会」での本審査の2ステップで行われ
ます。「事前審査委員会」ではメールベースで
研究内容に関する質問や修正が必要な点の指摘
（コメント）が行われます。対応が不十分な場合
は翌月の審査に継続することもあります。「倫理
委員会」では「事前審査委員会」で整理された論
点を元に審査を行います。大半は書面審査のみ
（承認相当）ですが、特に慎重な検討が必要な場
合は申請者にも参加して頂き、対面審査（ヒアリ
ング）を行います。審査結果は総長に答申され、
審査結果通知の発行が行われます。

片面印刷にご協力下さい（印刷し、審査資料とす
るため）。

◎倫理審査
倫理審査は予め定められたスケジュールに従っ
て行われ、順調に審査が進んだ場合は〆切日から
結果通知まで約2ヶ月間程度となります（図.2）。
倫理審査は「事前審査委員会」での予備審査と
図.2 倫理審査の流れ

メモその2：
事前審査委員会オブザーバシップ制度について
倫理審査と聞いても何をしているのかピンとこない方は多いのではないでしょうか。当センター倫理委員会
では研究者の方に予備審査に参加して頂く
教育プログラム「事前審査委員会オブザーバシップ制度」を実施しています。「研究計画を立てる上でどのよ
うな点がポイントとなるのか勉強になった」など、参加者からは非常に好評を頂いています。

臨床研究の実施

「倫理的に重大な逸脱」として重いペナルティが
科せられる場合があります）。また、収集した
試料・情報について適切に（特に個人情報の管理

◎承認から研究終了まで
審査結果通知にて承認の連絡を受けてはじめて
臨床研究をスタートすることが出来ます。UMIN
等に研究計画を登録する場合は手続きを行って下
さい。またインフォームド・コンセントの免除の
ために研究情報の公開（公告）を行う研究では、

に配慮しつつ）保管・廃棄の手続きを行って下さ
い。なお、以前は研究の終了と同時に収集した
試料・情報は廃棄を行うことが一般的でしたが、
研究終了後に再検証を行う必要が生じた際の対応
のため、同意書等を含めて一定期間保管すること
が求められつつあります。

「倫理委員会事務局」に対して公告実施の手続き
を行って下さい。
あなたが臨床研究を実施している間にも世界で
は様々な発見が行われています。特に研究を実施
する上での危険の予測や安全性の確保に関する情
報は常に把握しておく必要があります。また、
有害事象が発生した時は予め定められた計画に
従って対応し、重篤なものについては直ちに
「倫理審査申請システム」より「有害事象報告」

◎研究成果の公表など
臨床研究が終了した際には、論文や学会発表な
どにより社会に成果を還元する必要があります
（科学者としての義務であり、ナショナルセン
ターとしての使命でもあります）。また、研究参
加者の健康や安全に有益な情報があれば還元して
いくことで篤志に応えることも重要です。

を行って下さい。その他進捗状況などについて
は、年に一回「研究実施状況報告」にて報告を
行って下さい。
研究を実施している中で、新たな安全性情報の

メモその3：研究実施状況報告について
毎年6月末を期限として研究実施状況報告をご提

入手などにより研究計画の変更を行う必要が生じ

出頂いています。是非この機会に「公告の実施や臨

る場合があります。その場合は「倫理審査申請シ

床研究登録に漏れは無いだろうか」「症例数は予定

ステム」より変更申請を行って下さい。なお、

通り集積されているだろうか」といった研究の状況

承認された計画を変更するため、新規申請と同様

を再点検して下さい。なお、平成24年度は251課

に所属長に確認を行い、申請書に承認印を頂いた

題、平成25年度は311課題と実施中の全ての研究か

上で事務局まで提出して下さい。

らご報告を頂きました。この場を借りて、研究者の
皆様のご協力にお礼申し上げます。

当初の予定通り研究が進まず、研究期間を延長
する場合があります。研究の適正性を定期的に
確認するため、当センターでは特段の必要がある
場合を除き、研究開始からの総研究期間が5年を

メモその4：

超える場合はそれまでの研究状況を整理して、

NCNPで実施されている臨床研究について

新規申請を行って頂くこととなっております。

当センターでは毎年100件以上の臨床研究が新た
にスタートし、様々な業績を挙げております。日本

◎研究終了後
研究が終了したら速やかに「倫理審査申請シス

の医療の最先端を担うナショナルセンターの一員と
して、今後も素晴らしい成果を生み出せるよう、倫
理委員会事務局といたしましても研究者の皆様のサ

テム」より「研究終了報告」を行って下さい。

ポートをさせて頂ければと思います。どうかよろし

研究実施中に設定した研究期間が終了した場合も

くお願い申し上げます。

それ以上の研究は行わず、報告を行って下さい
（期間終了後にも継続して研究を実施した場合、

倫理委員会事務局連絡先
内線：7828 e-mail：rinri-jimu@ncnp.go.jp
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