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皮膚がんにおける制御性 B 細胞の変動とその治療効果との相関についての研究 

 

 

ご協力のお願い 

説明文書・同意書 

 

施設研究責任者 藤澤 康弘 

皮膚科 

 

この冊子は，患者さんにこの研究にご協力いただけるかどうかを決めていただくための説明文書および同意

書です．説明内容をお読みいただき，十分ご理解いただいた上で，この研究に協力するかどうかをご自身の意

思によってお決めください．内容についてわからないことや心配なことがありましたら，ご遠慮なく担当医師

にお尋ねください． 

 

 

 

  



 

 
 

2 

1. 研究目的 

 それぞれの病気の診断や治療は，長い期間をかけて進歩・発展して現在の方法になっています．

このような診断や治療の方法の進歩・発展のためには多くの研究が必要ですが，その中には健康

な人や患者さんを対象に実施しなければならないものがあります．これを「臨床研究」と言いま

す．臨床研究は患者さんをはじめとした多くの方々のご理解とご協力によって成り立つもので

す． 

本研究は，臨床研究の中でも日常診療の中であなたの治療経過を調査する「観察研究」に該当し

ます．観察研究とは，日常診療の中であなたの治療経過を調査する研究であり，特別な介入を

伴う研究ではありません．参加して下さる方の人権や安全を守るために，必要な手続きを経て

から実施します． 

国内において，あなたのような皮膚がんの患者さんはさほど多くありません．腫瘍に対する免

疫の状態を調べることがこの研究の目的です．どの免疫細胞ががん免疫に関わっているかを知

ることで，よりよい治療法を確立できる可能性が有ります． 

  なお，この臨床研究は，筑波大学附属病院倫理審査委員会によって，研究計画の妥当性が

評価されており，患者さんの権利が守られていることや医学の発展に役立つ情報が得られるこ

となどが検討され，実施が認められています．また，筑波大学附属病院が研究代表となり，北海

道大学，東北大学，慶応大学，都立がんセンター，京都大学，和歌山県立医科大学，九州大学，

鹿児島医療センター，国立がん研究センター中央病院との共同研究を行う予定です． 

 

2. 研究協力の任意性と撤回の自由 

 この研究へ参加するかどうかは，ご自身で決めていただくことであり，あなたの自由です．研

究に参加しない場合でも，あなたはなんら不利益を受けることはありません．担当医師の説明を

お聞きになり，この文書をお読みになった上で，ご検討をお願いします．この研究に参加してい

ただける場合は，最終ページの「同意書」に署名をお願いします． 

この臨床研究に参加されるかは，あなたの自由意思によるものです．この臨床研究に参加され

なくても，通常の治療に何ら影響を与えることはありません． 

 参加に同意をいただいた後でも，理由に関係なく，中止を希望する場合はいつでも同意撤回す

ることができますので，担当医師にご相談ください．この場合も，なんら不利益を受けることは

ありません．ただし，既に公表された研究成果につきましては，途中からあなたの情報だけを削

除することが困難な場合があります．その際には同意撤回までに公表された研究結果は利用さ

せていただきますようお願いいたします．同意撤回以降の研究にはあなたの情報は使用しませ
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ん． 

 

3. 研究方法・研究協力事項 

 この臨床研究の実施期間は研究許可日から約 4 年間を予定しています．（2021 年１２月末

日）この臨床研究には，あなたと同じ皮膚がんの患者さん 100 名にご参加いただく予定です．  

 

【この研究への参加をお願いする方】 

・皮膚がんの患者で，何らかの治療を受ける予定がある方 

・本人により文書による同意が得られる方 

 

 この臨床研究は，「血液検査研究」および「組織研究」の２部構成になっております．「血液

検査研究」へご参加をお願いできるか否かをお考え頂きます．ご同意頂けました場合，さらに

「組織研究」へご参加をお願いできるか否かをお考え頂きます．「血液検査研究」のみ研究参加

にご同意頂く事もできます．もちろん両方の研究にご同意頂けなくても，あなたの治療におい

て何ら不利益を受ける事はありません．下記に，「血液検査研究」および「組織研究」について

説明をいたしますので，よくお読み頂きお考え下さい． 

 

3.1 血液検査研究 

この研究の採血は，診療上必要な採血として通常の採血と同じように行われ，この研究の採血の

ために患者さんに採血針を刺すことは原則的にありません．日常診療と同じです．本研究にご参加

頂きました患者さんのみ別の診療をすることはございません． 

通常採血に合わせて 15mL の追加採血をさせていただきたいと思います．また，採血は治療前

と治療後 1,2,6 ヶ月後の計 4 回頂ければと思います．  

 

3.2 組織研究 

 手術を行う患者さんでは，手術時に病理検査に出しますが，その際に 5mm 角の腫瘍組織を

頂いて腫瘍組織内の免疫細胞の研究をさせていただきたいと思います．なお，これは手術時にと

られる通常診療の範囲内のものであり，この研究用に改めて組織を採取することはありません． 

 

3.3 共有されるデータ 

  共同研究のため，データの解析にあたり共同研究先とデータを共有することがあります．その
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場合に共有されるデータは以下の項目となります． 

 病気に関すること：年齢／性別 腫瘍の種類，腫瘍の部位，腫瘍の大きさ，転移があ

る場合はその状況，治療内容 ，予後情報，副作用の情報など 

 血液に関すること：提供いただいた血液の中にある白血球の種類と割合についての    

情報など 

 組織に関すること：提供いただいた組織の中にいる白血球の種類と割合についての 

                情報など 

 

4. 研究対象者に予測される利益および不利益 

 研究のための血液検査に同意された場合の採血量は，日常診療必要量に研究分 15ｍL が加わ

ります．採血のための針刺し場所を追加ですることはありません． 

 

5. 個人情報の保護 

 この臨床研究に参加されますと，個人情報と診療情報に関する記録の一部は，筑波大学附属病

院の他，筑波大学附属病院以外の機関である慶応大学にある研究事務局に保管されます．その際

には，あなたを特定できる情報（氏名・連絡先等）は記載しません．ご提供頂きました試料や診

療録等の全てのデータは，担当医師の下で責任もって匿名化します．筑波大学附属病院と研究事

務局とのやり取りは，お名前ではなく登録番号（病院内において個人を匿名化する番号）を使用

します．筑波大学附属病院と研究事務局は，これらの情報を研究終了後も 10 年間保存いたしま

すが，個人情報が外部に漏れたり，集めたデータが臨床研究の目的以外に使われないよう最大の

努力をします．この臨床研究にご参加いただける場合は，これらの個人情報の使用につきまして

ご了承くださいますよう，お願い申し上げます． 

  また，データは研究の結果を公表するまでは研究事務局により厳重に保管され，公表後

に破棄されます．あなたのカルテやその他の診療記録などの全ての個人情報が外部機関へ提

供されることはありません． 

このように個人情報は厳重に管理されていますので，この臨床研究に参加することにより，あ

なたやあなたのご家族の個人情報が第三者に漏れる心配はありません． 

この同意書に署名されますと，この研究により得られた結果を公表することと，必要に応じて

完全に匿名化されて個人が特定できない状態の治療や副作用に関する情報を筑波大学病院以外

の機関に提供することについて同意して頂いたことになります． 
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6. 研究計画書等の開示・研究に関する情報公開の方法 

 この試験の研究計画書はご希望により，内容を見ることが可能です．閲覧のためには，担当医

師へ口頭で申し出して下さい．研究責任者に報告の上で開示致します． 

 

7. 協力者本人の結果の開示 

 臨床研究について，参加の継続に関しあなたの意思に影響を与える可能性のある情報が得ら

れた場合には速やかにお伝えします．あなたが臨床研究の進捗ならびに結果等について知りた

いときは，担当医師に言っていただければ個人情報保護ならびに研究公表に影響しない範囲で

ご説明します． 

 

8. 研究成果の公表 

得られた結果は，学会や医学雑誌などで公表いたします．他の臨床研究発表時に公表されたデ

ータは利用される可能性がありますが，発表に際しあなたのお名前など個人を特定できる情報

を使用することはありません． 

 

9. 研究から生じる知的財産権の帰属 

 あなたの臨床情報や提供された試料を分析した結果として，特許権など知的財産権が生じた

としても，研究責任者に帰属し，あなたには帰属しません． 

 

10. 研究終了後の試料取扱の方針 

 本研究で採取した試料は，研究責任者の下で保管されます． 

 研究に関する血液検査や組織の提供にご協力頂ける患者さんの試料については，研究参加施

設にて採取し，処理した検体（血液）は筑波大学医学部皮膚科で解析処理します。筑波大学医学

部皮膚科では研究終了後も 10 年間保管する予定です． 

 保管期間について，実施に係る記録・情報・検体は研究終了後 10 年間といたします．その後，

紙上発表がなされた段階で医療廃棄物の処分方法のとおり，個人情報の取り扱いに注意をして

焼却処分または溶融処理をします． 
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11. 費用負担および利益相反に関する事項 

【費用負担について】 

 研究のための血液検査にご参加頂ける方には採血量の追加がありますが，新たな費用は発生

しません． 

 

【補償について】 

また，任意検査として研究のための血液検査にご参加頂き，1 回 15mL の採血が原因で起

こり得る健康被害についても，通常の診療における健康被害に対する治療と同様に適切に対処

いたします． 

 

【利益相反について】 

この臨床研究は医師主導で実施しますが，私的な研究資金は受けておらず，開示が必要な利益

相反はありません． 

 

12. 問い合わせ先 

 この臨床研究の検査についてわからないことや心配に思うことがありましたら，いつでも遠

慮なく担当医師におたずねください． 

 筑波大学附属病院における担当医師および責任者は以下の通りです． 

 

筑波大学病院の研究責任医師：藤澤 康弘 

あなたの担当医師：                     

連絡先： 筑波大学病院 皮膚科 

     〒３０５－８５７５ 茨城県つくば市天王台１－１－１ 

     TEL: 0２９－８５３－３１２８ (医局) 
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第 1.0 版(2017 年 4 月 4 日作成) 
                  

研究協力の同意書  

 

 

筑波大学附属病院長 殿 

研究責任者 殿 

 

私は，研究課題名「皮膚がんにおける制御性 B 細胞の変動とその治療効果との相関について

の研究」について，説明文書（第 1.0 版，2017 年 4 月 4 日作成)を用いて説明を受け，

下記の各項目について理解し，自らの意思により研究協力に同意します． 

 

・説明を受け理解した項目（注：□の中に，ご自身で✓印を付けて下さい．） 

□１ 研究目的 

□２ 研究協力の任意性と撤回の自由 

□３ 研究方法・研究協力事項 

□４ 研究対象者にもたらされる利益お

よび不利益 

□５ 個人情報の保護 

□６ 研究計画書等の開示・研究に関する

情報公開の方法 

□７ 協力者本人の結果の開示 

□８ 研究成果の公表 

□９ 研究から生じる知的財産権の帰属 

□10 研究終了後の試料取扱の方針 

□11 費用負担および利益相反に関する

事項 

□12 問い合わせ先 

 

・任意の検査 

1) 皮膚がん組織の提供・・・・・□同意します  □同意しません 

 

・試料等の取り扱いに関する同意（説明を受け理解した項目のすべての□に✓を記入された方） 

 本研究の終了後，提供した試料等が説明文書に記載の通り，引き続き保存されることに同意します． 
□はい □いいえ 

 

研究対象者記入欄 

同意日 
（西暦） 

   年  月  日 研究対象者 氏名： 
＜署名＞ 

              

 

 

（研究者等記入欄） 
説明日 
（西暦） 

   年  月  日 説明者： 
（必須：研究/実務責任者・分担者） 

              

  説明補助者： 
（任意：上記以外） 

              

 

 

研究対象者 ID（連結可能匿名化用）  
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研究協力の同意撤回書  
 

 

筑波大学附属病院長 殿 

研究責任者 殿 

 

 

 

私は，研究課題名「皮膚がんにおける制御性 B 細胞の変動とその治療効果との相関についての研

究」への参加に同意し，同意書に署名しましたが，その同意を撤回いたします． 

 

  

 

 

 

 
 

研究対象者記入欄 

同意撤回日 
（西暦） 

   年   月  
日 

研究対象者 氏名： 
（＜署名＞ 

              

 

 

 

 

 

 

研究課題名「皮膚がんにおける制御性 B 細胞の変動とその治療効果との相関についての研

究」への参加の同意撤回を確認しました． 

 

 

 

 

 

 

（研究者等記入欄） 
確認日 
（西暦） 

   年  月  日 確認者： 
（必須：研究/実務責任者・分担者） 

              

  説明補助者： 
（任意：上記以外） 

              

 

 

研究対象者 ID（連結可能匿名化用）  
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