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慶應義塾病院でがんの診断や治療を受けられた患者さんの保存検体および診療情報を用いた医学系研究
に対する協力のお願い
研究責任者 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 講師 岩田卓

このたび当院では、上記のご病気で入院・通院されていた患者さんの保存検体や診療情報を用いた下記
の研究を、医学部倫理委員会の承認ならびに病院長の許可のもと、倫理指針および法令を遵守して実施
いたしますので、ご協力をお願いいたします。この研究を実施することによる患者さんへの新たな負担
は一切ありません。また患者さんのプライバシー保護については最善を尽くします。
本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を岩田卓までご連絡をお願いします。
１．対象となる方
西暦 2000 年 4 月 1 日より、
【慶應義塾大学病院】にて【がん】の【診断、治療】のため【入院、通院】
し、
【診療、手術、検査など】を受けた方、およびがんの免疫療法を受けた方。
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４．本研究の意義・目的・方法
がんの患者様は免疫力が低下し、治療が効きにくかったり、がん細胞が育ちやすい環境になっていると
いうことがわかってきています。しかし、患者さんの免疫状態等を的確に評価することのできるバイオマ
ーカーが確立されていないため、どうすれば免疫抑制状態を改善し、より効果的な治療が可能になるのか、
詳細は未だ解明されていません。
本研究は、効果的ながん治療開発のために、手術、化学療法、分子標的治療、免疫療法等を受けられた
患者様の免疫環境に関連したバイオマーカーを詳細に解析し、新しいがん診断法・治療法を研究し、将
来的に新しいがん治療の実用化を目指していくものです。

本研究実施に際し、新たに患者さんからの同意を得る場合いだけでなく、既に慶應義塾病院で、診断、
治療を受けられた患者様ならびにがん免疫療法の臨床試験に参加された患者様の検体（病理標本や

血清など）、診断で使用されず保存されている検体を微量用いて、免疫調節分子の解析も行います。
また、診療記録（カルテ）の中から、各種の診療情報（年齢・組織型・進行期・予後など）を記録し
た上で、免疫調節分子の情報とともに分析いたします。
５．協力をお願いする内容
研究において利用させていただく検体は既に診断治療のために採取されたものの残りを用いるので、患
者の皆さんへの身体的負担はありません。また、診療記録（カルテ）の中から、各種の診療情報（年齢・
組織型・進行期・予後など）を、免疫調節分子の情報とともに分析いたします。
６．研究期間

許可日〜西暦 2025 年 3 月 31 日

本研究終了後は少なくとも研究終了報告日から５年、または最終の研究結果報告日から 3 年のいずれか
遅い方までデータを保管させていただきます。
７．プライバシーの保護に関して
1) 本研究で取り扱う患者さんの診療情報は、臨床写真、カルテ情報です。個人情報（氏名、住所、電話
番号など）は一切取り扱いません。
2) 本研究で取り扱う患者さんの保存検体および診療情報は、第３者にはどなたのものかわからないよう
に匿名化し使用します。
3) 患者さんの個人情報と匿名化した保存検体および診療情報を結びつける情報（連結情報）は、本研究
の個人情報管理者が研究終了まで厳重に管理し、研究の実施に必要な場合のみに参照します。また、研究
終了時に完全に抹消します。
4) なお連結情報は当院内のみで管理し、他の研究機関等には一切公開いたしません。
８．費用負担に関する事項
本研究実施に必要な研究資金は、研究実施責任者および研究分担者が取得した、文部科学省科学研究費補
助金、AMED 次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム、次世代がん医療創生研究事業、革新的がん医
療実用化研究事業などの公的資金や公益財団法人パブリックヘルスケア・リサーチセンターからの研究
補助金、ＪＳＲ・慶應義塾大学医学化学イノベーションセンター共同研究資金、小野薬品工業、ブリスト
ル・マイヤーズ スクイブ、テラ株式会社、カルナバイオサイエンスなどから提供される研究費等によっ
て賄われます。なお、研究の方法や結果がゆがめられてしまうことはありません。本研究で取り扱う他機
関から提供される臨床試験検体は民間企業の支援を受けている場合がありますが、それら検体の取得の
際には各研究機関で COI（利益相反）を掲示し同意を得ています。
９．お問い合わせ
本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。
また本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方など）より、
【試
料・情報の利用や他の研究機関への情報提供】の停止を求める旨のお申し出があった場合は、適切な措置

を行いますので、その場合も下記へのご連絡をお願いいたします。
令和 3 年 5 月 1 日
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 岩田卓
連絡先： TEL: 03-5363-3819

FAX: 03-3353-0249

