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臨床研究の概要 

 

目的 

  HLA-A*3101 遺伝子型検査に基づく治療介入が、カルバマゼピン (CBZ) 誘発薬疹の発症率に

与える影響を前向きに検討する。 

 

研究デザイン 

多施設共同前向きオープン比較試験 

 

選択基準 

下記の基準を全て満たす患者とする。 

1)  CBZ 療法の適応 (てんかん (部分発作)、統合失調症の興奮状態、双極性障害におけ

る躁症状の改善、三叉神経痛) を満たし、CBZ 療法を必要とする日本人男女 (主科・併

診および入院・外来を問わない) 

2） 過去 1 ヶ月以内に CBZ を投与されてない症例  (以前に CBZ 内服歴があっても、 終

内服日から登録日までの期間が 1 ヶ月を超えていれば登録可能とする)。 

3)  研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解のうえ、患者本人の自由意

思による文書での同意が得られた症例、および未成年者や精神神経疾患等で本人の同

意能力がない場合、代諾者による文書での同意が得られた症例 

 

除外基準 

下記の除外基準のいずれかに該当する患者は、本研究の対象者から除外する。 

1） CBZ による薬疹発症歴のある患者 

2） 妊婦、授乳婦および妊娠希望のある女性 

3） 高度腎機能障害のある患者 (血清クレアチニン値 2.5 mg/dL 以上および透析患者) 

4） 肝硬変患者 

5） 低蛋白血症患者 (血清アルブミン値 2.5 g/dL 以下、原疾患を問わない) 

6） 本研究の趣旨及び内容の理解が難しい患者および口頭および文書での同意を得られな

い患者 

7） 他の臨床研究に参加している症例及び本研究実施期間内に参加する可能性のある患者 

8） 分担医師が本研究の対象者として不適当と判断した患者 

 

試験薬 

  カルバマゼピン 



遺伝子型検査で非リスク型と判定された患者においてはカルバマゼピンを投与するが、カルバ

マゼピンのみでは効果不十分と判断された場合、下記の代替薬を追加することも可能とする。 

 

代替薬 

  遺伝子型検査でリスク型と判定された患者においては、以下に例示する代替薬を投与する。 

  てんかん (部分発作)； バルプロ酸 （効果不十分である場合にはガバペンチン、レベチラセタ

ム、トピラマートを併用しても構わない） 

  統合失調症の興奮状態、双極性障害における躁症状の改善； バルプロ酸、炭酸リチウム、オ

ランザピン 

  三叉神経痛； バルプロ酸 

  分担医師の判断に従って、上記の薬剤以外の代替薬を選択または追加してもよいが、CBZ と

の交差反応性などを考慮し、以下の薬剤の処方を可能な限り回避する。 

1） フェニトイン 

2） フェノバルビタール 

3） ゾニサミド 

4） エトスクシミド 

5） ラモトリギン 

 

なお、ラモトリギンは医薬品インタビューフォームにおいて、皮膚および皮下組織障害の発生

頻度が他の薬剤と比べ著しく高いため、可能な限り使用を避けること。 

 

（参考） 

 インタビューフォームにおける薬疹発症率 

フェニトイン 報告なし 

フェノバルビタール 報告なし 

ゾニサミド 1.69% (108/6,376) 

エトスクシミド 0.86% (18/2,103) 

ラモトリギン 5.46% (43/788) 

 

上記の代替薬が本研究開始前より投与されていても登録可能とする。その場合、開始前より

投与されている代替薬も継続して投与可能とする。 

 

併用禁止薬 

  カルバマゼピンまたは代替薬を使用している場合には、以下の薬を併用禁止とする。それ以外

の薬の併用は制限しない。 

 



使用薬剤 併用禁止薬 

カルバマゼピン ボリコナゾール、タダラフィル 

フェニトイン タダラフィル 

フェノバルビタール ボリコナゾール、タダラフィル、(エリキシルのみでジスルフ

ィラム、シアナミド、プロカルバジン) 

オランザピン アドレナリン 

バルプロ酸 カルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロ

ペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチンナトリウ

ム、ビアペネム、ドリペネム水和物、テビペネムピボキシ

ル） 

 

研究のアウトライン 

 

 

  



研究のスケジュール 

 

a： ±2 日以内とする。 

b： 年齢、性別はカルテより転記する。身長、体重は患者の自己申告に基づく。 

c： 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、血小板数 

d： 総タンパク、アルブミン、総ビリルビン、AST (GOT)、ALT (GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、BUN、ク

レアチニン、総コレステロール、トリグリセリド 

e： 当該観察期間における CBZ の服用状況を%で評価し、症例報告書に記載する。 

   記載方法は以下のとおりとする。 

1 週間のうち  7 日間内服： 100% 

1 週間のうち 4-6 日間内服： 50%以上 

1 週間のうち 1-3 日間内服： 50%未満 

 1 週間のうち  0 日間内服： 0% 

 

評価項目 

1)  主要評価項目 

薬疹の発症頻度 

 

2)  副次評価項目 

薬疹以外の以下の 6 項目における有害事象の発症頻度 

① 発熱 

項目 前観察期間 投与開始

時期a 0週 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週
8週または

中止時

受診 受診1 受診2 受診3 受診4 受診5 受診6 受診7 受診8 受診9 受診10

選択・除外基準の確認 ○

自覚症状・他覚所見 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文書による同意取得 ○

遺伝子検査 ○

年齢、性別、身長、体重b ○

血液学的検査c ○

血液生化学的検査d ○

試験薬投与

皮膚症状の観察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬疹以外の有害事象の観察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

服薬状況の確認e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観察期間



② 疼痛 (咽頭； 呼吸器感染症によるものを除く) 

③ 疲労 

④ めまい 

⑤ 不眠 

⑥ 消化器障害 (食欲不振、便秘、下痢、口内乾燥、悪心、嘔吐) 

 

目標症例数、実施期間 

  目標症例数： 1,000 例 

  研究実施期間： 2011 年 10 月 ～ 2014 年 3 月 (予定) 

  登録締切：  2014 年 1 月 (予定) 

 

統計解析手法 

  薬疹発症頻度を、｢オーダーメイド医療実現化プロジェクト｣ で報告されている CBZ による薬疹

発症頻度 (3.35％) と比較する （Fisheｒの正確確率検定、両側検定、有意水準 0.05)。
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1．背景 

医薬品による代表的な副作用である薬疹の中でも、スティーブンス・ジョンソン症候群 (SJS)、

中 毒 性 表 皮 壊 死 症  (toxic epidermal necrolysis ： TEN) 及 び 薬 剤 性 過 敏 症 症 候 群 

(drug-induced hypersensitivity syndrome：DIHS) は入院が必要であり、時には生命に関わる

ことがある重症薬疹に位置付けられている。近年、重症薬疹の発症リスクとして、ヒト主要組

織適合性複合体 (HLA) の関与が注目されており、台湾の漢民族において、抗てんかん薬カ

ルバマゼピン (CBZ) 及び痛風治療薬アロプリノールによる SJS や TEN の発症には、それぞ

れ HLA-B*1502 および HLA-B*5801 が関連することが報告されている。しかしながら、これら

の HLA アレルの頻度は日本人では 1%未満であり、重症薬疹の発症リスクを予測するための

遺伝子型検査における有用性は乏しい。 

  我々は、DIHS 及び SJS-TEN を含む CBZ 誘発薬疹患者 55 例について全ゲノム解析を実

施したところ、HLA-A 近傍の SNP において、有意な関連を見出した。さらに HLA タイピングに

より、CBZ 誘発薬疹を事前に予測することができるゲノムバイオマーカーとして HLA-A*3101

を同定した (P = 1.09×10-16、オッズ比 9.5)。CBZ による薬疹発症患者のうち、HLA-A*3101 で

説明できるものは約 60%であり、日本人における CBZ による薬疹の発症率を 3%とすると、

HLA-A*3101 を薬疹発症リスクの予測診断法に用いた場合の陽性的中率及び陰性的中率は、

それぞれ、12.7%及び 98.7%と計算された。すなわち、HLA-A*3101 を用いた遺伝子型検査にお

いて、CBZ による薬疹発症のリスク型と判定された患者の約 8 人に 1 人は実際に薬疹が発症

すると考えられる。また、HLA-A*3101 は、従来、異なる病態と考えられていた DIHS と

SJS-TEN に共通する発症メカニズムに関与することが示唆された。 

 

2．目的 

本研究では、HLA-A*3101遺伝子型検査の結果に基づく治療介入が、CBZによる薬疹の発症

率に与える影響を検討する。すなわち、HLA-A*3101 の有無に基づく治療薬介入 (リスク型患

者には CBZ 以外の薬剤を投与する) における薬疹発症頻度を、｢オーダーメイド医療実現化

プロジェクト｣ で報告されている CBZ による薬疹発症頻度 (3.35%、44/1,312 人) と比較する。 

 

3．研究デザイン 

多施設共同前向きオープン比較試験 

 

4．統計解析方法、目標症例数及び研究実施期間 

4.1 統計解析方法 

薬疹発症頻度を Fisheｒの正確確率検定を用いて、 ｢オーダーメイド医療実現化プロジェクト｣ 

で報告されている薬疹発症頻度と比較する (両側検定、有意水準 0.05)。 

 

4.2 目標症例数 

1,000 症例。 
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症例数の設定根拠 

Control 群及び遺伝子型検査に基づく介入治療群の薬疹発症頻度を、それぞれ、3%及び 1%、

有意水準を 0.05 とした場合、検出力が 80％となる症例数は 867 例と計算された。 

 

4.3 研究実施期間 

    2011 年 10 月 ～ 2014 年 3 月 (予定) 

    登録締切：  2014 年 1 月 (予定) 

 

5．対象 

5.1 選択基準 

下記の基準を全て満たす患者とする。 

1)  CBZ 療法の適応 (てんかん (部分発作)、統合失調症の興奮状態、双極性障害におけ

る躁症状の改善、三叉神経痛) を満たし、CBZ 療法を必要とする日本人男女 (主科・併

診および入院・外来を問わない) 

2） 過去 1 ヶ月以内に CBZ を投与されてない症例 (以前に CBZ 内服歴があっても、 終内

服日から登録日までの期間が 1 ヶ月を超えていれば登録可能とする)。 

3)  研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解のうえ、患者本人の自由意

思による文書での同意が得られた症例、および未成年者や精神神経疾患等で本人の同

意能力がない場合に代諾者による文書での同意が得られた症例 

 

5.2 除外基準 

下記の除外基準に該当する患者は、本研究の対象者から除外する。 

1） CBZ による薬疹発症歴のある患者 

2） 妊婦、授乳婦および妊娠希望のある女性 

3） 高度腎機能障害のある患者 (血清クレアチニン値 2.5 mg/dL 以上および透析患者) 

4） 肝硬変患者 

5） 低蛋白血症患者 (血清アルブミン値 2.5 g/dL 以下、原疾患を問わない) 

6） 本研究の趣旨及び内容の理解が難しい患者および口頭および文書での同意を得られな

い患者 

7） 他の臨床研究に参加している症例及び本研究実施期間内に参加する可能性のある患者 

8） 分担医師が本研究の対象者として不適当と判断した患者 

 

6．試験薬 

カルバマゼピン (ジェネリック薬も使用可とする) 
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遺伝子型検査で非リスク型と判定された患者においてはカルバマゼピンを投与するが、カル

バマゼピンのみでは効果不十分と判断された場合、下記の代替薬を追加することも可能とす

る。 

 

7．代替薬及び併用禁止薬 

   代替薬 

  遺伝子型検査でリスク型と判定された患者においては、以下に例示する代替薬を投与する。 

  てんかん (部分発作)； バルプロ酸 （効果不十分である場合にはガバペンチン、レベチラセタ

ム、トピラマートを併用しても構わない） 

  統合失調症の興奮状態、双極性障害における躁症状の改善； バルプロ酸、炭酸リチウム、オ

ランザピン 

  三叉神経痛； バルプロ酸 

  分担医師の判断に従って、上記の薬剤以外の代替薬を選択または追加してもよいが、CBZ と

の交差反応性などを考慮し、以下の薬剤の処方を可能な限り回避する。 

1） フェニトイン 

2） フェノバルビタール 

3） ゾニサミド 

4） エトスクシミド 

5） ラモトリギン 

 

なお、ラモトリギンは医薬品インタビューフォームにおいて、皮膚および皮下組織障害の発生

頻度が他の薬剤と比べ著しく高いため、可能な限り使用を避けること。 

 

（参考） 

 インタビューフォームにおける薬疹発症率 

フェニトイン 報告なし  

フェノバルビタール 報告なし  

ゾニサミド 1.69% (108/6,376) 

エトスクシミド 0.86% (18/2,103) 

ラモトリギン 5.46% (43/788) 

 

上記の代替薬が本研究開始前より投与されていても登録可能とする。その場合、開始前より

投与されている代替薬も継続して投与可能とする。 

 

併用禁止薬 

  カルバマゼピンまたは代替薬を使用している場合には、以下の薬を併用禁止とする。それ以外

の薬の併用は制限しない。 
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使用薬剤 併用禁止薬 

カルバマゼピン ボリコナゾール、タダラフィル 

フェニトイン タダラフィル 

フェノバルビタール ボリコナゾール、タダラフィル、(エリキシルのみでジスルフ

ィラム、シアナミド、プロカルバジン) 

オランザピン アドレナリン 

バルプロ酸 カルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロ

ペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチンナトリウ

ム、ビアペネム、ドリペネム水和物、テビペネムピボキシ

ル） 

 

 

8．研究実施手順 

分担医師は、研究責任者の指導・監督の下、これらの作業の全部または一部を、研究の内容

や意義等について十分に理解している者 (コーディネーター等) に行わせる事ができる。 

1） 選択基準に合致し、除外基準に抵触しないことを確認する。対象患者または代諾者の同

意を取得した後、登録用紙に必要事項を記入し、中央事務局にFAXする。中央事務局よ

り返信された登録用紙を確認し、登録 ID を症例報告書および対応表に記入する。 

2） 試料等の採取方法及び取り扱い 

試料等の採取は、研究実施機関の研究責任者が統括して行う。手順は以下の通りとする。

なお、文書による同意取得、遺伝子型検査および投与開始は同一日でなくてもよい。 

① 試料等の提供が行われる診療施設において患者から、通常の方法で末梢血を採取す

る。採血は EDTA2Na または EDTA2K 入りの真空採血管を使用し、2ｍL および 5mL の

2 本に採取する。小児等において 7mL の採血が困難である場合には、2mL の採血を優

先し、5mL の採血は可能な限りの採血量でよい。 

② 採取した血液は、EDTA 含有ポリエチレンチューブに採取し、静かに数回反転させ、完

全に混合させる。 

③ 血液サンプル（2mL）は個人を特定できる番号を付記し、血液 200～500 μL を用いてチ

ップ－試薬一体型全自動 SNP 解析システムにより、HLA-A*3101 の有無を判定する。

血液サンプルの残りは医療廃棄物として廃棄する。 

④ 血液サンプル（5mL）は個人情報管理者が匿名化の上、ID を付記する。血液サンプル

に貼付する匿名化 ID シールと同一の ID シールを、対応表および症例報告書に貼付す

る。匿名化は連結可能匿名化とし、個人を特定できる番号 (カルテ番号等) と匿名化

ID の対応表は個人情報管理者が厳重に保管・管理する。 

⑤ 連結可能匿名化された血液サンプル（5mL）は ID のみが付記された状態で、検体処理

機関でゲノム DNA 抽出が行われた後、東京大学医科学研究所バイオバンクジャパン
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にて厳重に保管・管理される。理化学研究所ゲノム医科学研究センターの遺伝子解析

担当者は、バイオバンクジャパンより該当の DNA を出庫し、遺伝子解析を行い、全自

動 SNP 解析システムによる判定結果を検証する。 

3) CBZ による薬疹発症についてのリスク型あるいは非リスク型の判定を行う。 

  HLA-A*3101 キャリア； リスク型 

  HLA-A*3101 非キャリア； 非リスク型 

本研究における遺伝子型検査では、HLA-A*3101 の有無のみを検出するため、

HLA-A*3101 のヘテロ接合体とホモ接合体は区別せず、両者とも HLA-A*3101 キャリア

として検出される。 

4) 非リスク型の患者は CBZ を、リスク型の患者は以下に例示する代替薬を服用する。 

てんかん (部分発作)； バルプロ酸 （効果不十分である場合にはガバペンチン、レベチラ

セタム、 トピラマートを併用しても構わない） 

統合失調症の興奮状態、双極性障害における躁症状の改善；  

 バルプロ酸、炭酸リチウム、オランザピン 

三叉神経痛； バルプロ酸 

5)  CBZ または代替薬の投与を開始する際に、患者に対して、薬疹が疑われた時には、すぐ

に分担医師またはコーディネーターまで連絡するよう説明する。 

6） CBZ 投与開始後 8 週が経過するまで、または、中止基準に該当するまでの間、分担医師

が一週間に 1 回、診察時または患者に電話でインタビューし、薬疹及びその他の有害事象

の有無を確認する。 

7） 問診または電話インタビュー時に薬疹が疑われた時、および患者から薬疹疑いの連絡を

受けた時には、可及的速やかに研究実施機関内または担当医師が指定する皮膚科を受

診してもらう。既に皮膚科を受診していた場合には、受診医療機関および担当医を確認し、

患者からの同意を得た上で、受診時の所見等を問い合わせる。 

8)  皮膚科医による診断に基づいて、薬疹の有無、症状を評価する。この際、必ず皮疹の写

真を撮り、症例報告書に添付する。なお、皮膚科医による皮疹の写真撮影が困難である場

合は、分担医師またはコーディネーターが写真を撮り、症例報告書に添付しても構わない。 

 

研究のアウトライン 
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研究のスケジュール 

 

a： ±2 日以内とする。 

b： 年齢、性別はカルテより転記する。身長、体重は患者の自己申告に基づく。 

c： 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、血小板数 

d： 総タンパク、アルブミン、総ビリルビン、AST (GOT)、ALT (GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、BUN、ク

レアチニン、総コレステロール、トリグリセリド 

e： 当該観察期間における CBZ の服用状況を%で評価し、症例報告書に記載する。 

   記載方法は以下のとおりとする。 

1 週間のうち  7 日間内服： 100% 

1 週間のうち 4-6 日間内服： 50%以上 

1 週間のうち 1-3 日間内服： 50%未満 

 1 週間のうち  0 日間内服： 0% 

 

9．観察・調査項目 

9.1 患者背景 

年齢、性別、身長、体重、原疾患、血液学的検査、血液生化学検査、併用薬 

 

9.2 評価項目及び内容 

1)  主要評価項目 

薬疹の発症頻度 

項目 前観察期間 投与開始

時期a 0週 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週
8週または

中止時

受診 受診1 受診2 受診3 受診4 受診5 受診6 受診7 受診8 受診9 受診10

選択・除外基準の確認 ○

自覚症状・他覚所見 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文書による同意取得 ○

遺伝子検査 ○

年齢、性別、身長、体重b ○

血液学的検査c ○

血液生化学的検査d ○

試験薬投与

皮膚症状の観察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬疹以外の有害事象の観察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

服薬状況の確認e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観察期間
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以下の 8 項目のうち、いずれか一つでも認められた場合を薬疹の発症と定義する。 

① スティーブンス－ジョンソン症候群 (SJS) 

② 中毒性表皮壊死症 (TEN) 

③ 薬剤性過敏症症候群 (DIHS) 

④ 播種状紅斑丘疹 (MPE) 

⑤ 紅斑 

⑥ 皮膚や粘膜の水疱 

⑦ 口唇・口腔粘膜のびらん 

 

研究開始前より紅斑、水疱、びらんが認められる場合には、研究開始後に明らかに悪

化した場合のみを薬疹発症とする。なお、そう痒については自覚所見であり評価が困難

であることから、薬疹の発症には含めない。 

 

2)  副次評価項目 

薬疹以外の有害事象の発症頻度 

薬疹以外の有害事象として、以下の 6 項目について問診または電話調査により有無を確認す

る。これら の有害事象 の程度につ いては、有 害事象共通 用語規準 v3.0 日本語訳

JCOG/JSCO 版に従って判定する。 

① 発熱 

② 疼痛 (咽頭； 呼吸器感染症によるものを除く) 

③ 疲労 

④ めまい 

⑤ 不眠 

⑥ 消化器障害 (食欲不振、便秘、下痢、口内乾燥、悪心、嘔吐) 
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項目 1 2 3 4 5

発熱 (ANC＜1.0×

10
9
 /L と定義される

好中球減少がない場
合)   注: ここで示した
体温は口腔内または
鼓膜測定のものであ
る

38.0－39.0℃ ＞39.0－40.0℃ ＞40.0℃が≦24
時間持続

＞40.0℃が＞24
時間持続

死亡

疼痛 (咽頭) 機能障害のない
軽度の疼痛

中等度の疼痛; 疼
痛または鎮痛薬
使用による機能
障害はあるが、日
常生活には支障
がない

高度の疼痛; 疼痛
または鎮痛薬使
用により日常生活
に重大な支障あり

活動不能/動作不
能

―

疲労  (無力、嗜眠、
倦怠感)

ベースラインに比
して軽度の疲労
の増強

中等度の疲労、ま
たは日常生活の
一部に困難を生
じる

高度の疲労、日
常生活に支障あ
り

活動不能/動作不
能

―

めまい
注: 平衡失調, ふらつ
き, 回転性めまいを
含める

頭位変換または
眼振の時のみ; 機
能障害がない

機能障害はある
が, 日常生活に支
障がない

日常生活に支障
あり

活動不能/動作不
能

―

不眠
注: 疼痛などの他の
症状によって不眠が
生じる場合は不眠に
grading してはならな
い

時に睡眠障害が
あるが機能障害
はない

睡眠障害による
機能障害がある
が、日常生活に
は支障がない

頻繁な睡眠障害
により日常生活に
支障あり

活動不能/動作不
能

―

食欲不振 食習慣の変化を
伴わない食欲低
下

顕著な体重減少
や栄養失調を伴
わない摂食量の
変化; 経口栄養剤
による補充を要す
る

顕著な体重減少
または栄養失調
を伴う(例: カロ
リーや水分の経
口摂取が不十分);
静脈内輸液/経管
栄養/TPN を要す
る

生命を脅かす 死亡

便秘 不定期または間
欠的な症状;
便軟化剤/緩下剤
/食事の工夫/浣
腸を不定期に使
用

緩下剤または浣
腸の定期的使用
を要する持続的
症状

日常生活に支障
をきたす症状; 摘
便を要する頑固
な便秘

生命を脅かす
(例: 腸閉塞, 中毒
性巨大結腸症)

死亡

下痢
注: 小腸または結腸
に原因がある下痢と
人工肛門に伴う下痢
の両者が含まれる

ベースラインと比
べて＜4 回/日の
排便回数増加;
ベースラインと比
べて人工肛門か
らの排泄量が軽
度に増加

ベースラインと比
べて4－6 回/日
の排便回数増加;
＜24 時間の静脈
内輸液を要する;
ベースラインと比
べて人工肛門か
らの排泄量が中
等度増加; 日常生
活に支障がない

ベースラインと比
べて≧7 回/日の
排便回数増加; 便
失禁; ≧24 時間
の
静脈内輸液を要
する; 入院を要す
る; ベースラインと
比べて人工肛門
から
の排泄量が高度
に増加; 日常生活
に支障あり

生命を脅かす
(例: 循環動態の
虚脱)

死亡

Grade
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10．中止基準 

実施期間中に以下の事例が発生した場合には、分担医師の判断により薬剤の投与を中止し、

適切な処置を行うとともに、中止の日付、理由、経過を症例報告書に記載する。 

1) 有害事象または臨床検査値の異常が認められ、かつ CBZ の継続投与が困難である場合 

2) 症状の悪化により、継続投与が困難である場合 

3) 患者から研究参加の辞退の申し出があった場合 

4) 研究全体が中止された場合 

5) その他の理由により、分担医師が研究を中止することが適当と判断した場合 

 

11．有害事象発生時の取扱  

11.1 有害事象発生時の患者への対応 

分担医師は、有害事象を認めたときは、直ちに適切な処置を行うとともに、カルテならびに症

例報告書に齟齬なく記載する。また、試験薬の投与を中止した場合や、有害事象に対する治

療が必要となった場合には、患者にその旨を伝える。 

 

項目 1 2 3 4 5

口内乾燥
注:  主観的評価パラ
メータと客観的評価
パラメータの両者を
用いてgradingする。
研究期間を通じて一
貫性をもってこの有
害事象を記録するこ
と。 初の評価に唾
液分泌量測定を用い
た場合は、以降の評
価にも唾液分泌量測
定を用いなければな
らない

症状あり。顕著な
摂食習慣の制約
がない(乾燥ある
いは唾液の濃縮);
刺激のない状態
での唾液分泌量
が＞0.2 mL/分

症状あり。経口摂
取に影響がある
(例: 多量の水、他
の潤滑剤, ピュー
レ状および/また
は軟らかく水分の
多い食物に限ら
れる); 刺激のない
状態での唾液分
泌量が0.1－
0.2mL/分

十分な経口摂取
が不可能; 静脈内
輸液/経管栄養
/TPN を要する;
刺激のない状態
での唾液分泌量
が＜0.1 mL/分

― ―

悪心 摂食習慣に影響
のない食欲低下

顕著な体重減少,
脱水または栄養
失調を伴わない
経口摂取量の減
少; ＜24 時間の
静脈内輸液を要
する

カロリーや水分の
経口摂取が不十
分; ≧24 時間の
静脈内輸液/経管
栄養/TPN を要す
る

生命を脅かす 死亡

嘔吐 24 時間に1 エピ
ソードの嘔吐

24 時間に2－5 エ
ピソードの嘔吐;
＜24 時間の静脈
内輸液を要する

24 時間に≧6 エ
ピソードの嘔吐;
≧24 時間の静脈
内輸液または
TPNを要する

生命を脅かす 死亡

Grade
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11.2 重篤な有害事象の報告 

 

重篤な有害事象の定義 

1) 死亡または死亡につながるおそれ 

2) 治療のための入院または入院期間の延長 

3) 障害または障害につながるおそれ 

4)  1)－3) に準じて重篤 

5) 後世代における先天性の疾病または異常 

 

研究責任者は、研究実施期間中の全ての重篤な有害事象、及び研究終了 (中止) 後に試

験薬との関連性が疑われる重篤な有害事象を速やかに各機関の長に報告するとともに、本

研究と重篤な有害事象の因果関係を否定できない場合は、各機関の長との連名により、研

究代表者に報告する。報告は第一報 (緊急報告) および第二報 (詳細報告) とする。また、

厚生労働省の医薬品等安全性情報報告制度により厚生労働省に報告する。 

 

12．研究実施計画書からの逸脱の報告 

研究責任者は、研究代表者との事前の合意および倫理審査委員会等の事前の審査に基づ

く各機関の長の承認を得る前に、研究実施計画書からの逸脱あるいは変更を行ってはなら

ない。 

  研究責任者または分担医師は、緊急回避等のやむを得ない理由により、研究代表者との

事前の合意および倫理審査委員会等の事前の承認を得る前に、試験実施計画書からの逸

脱あるいは変更を行うことができる。その際には、逸脱または変更の内容および理由ならび

に研究実施計画書等の改訂が必要であればその案を速やかに、研究代表者および倫理審

査委員会等に提出し、研究代表者、倫理審査委員会等および各機関の長の承認を得るもの

とする。 

  研究責任者または分担医師は、研究実施計画書からの逸脱があった場合は、逸脱事項を

その理由とともに全て記録しなければならない。 

 

13．研究の終了、中止、中断 

13.1 研究の終了 

各施設での研究の終了時には、研究責任者は、速やかに試験終了報告書を各機関の長お

よび研究代表者に提出する。 

 

13.2 研究の中止、中断 

研究代表者は、以下の事項に該当する場合は研究実施継続の可否を検討する。 

1) 試験薬の品質、安全性、有効性に関する重大な情報が得られた場合。 

2) 患者のリクルートが困難で予定症例を達成することが困難であると判断された場合。 
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3) 予定症例数または予定期間に達する前に、中間解析等により研究の目的が達成された

場合。 

 

以下の場合は、研究を中止し、速やかに各機関の長にその理由とともに文書で報告する。 

1) 倫理審査委員会より、実施計画等の変更の指示があり、これを受入れることが困難と判

断された場合。 

2) 倫理審査委員会より、中止の勧告あるいは指示があった場合 

 

14．患者の費用負担 

この臨床研究で行う検査等は、遺伝子型検査を除いて、通常の診療の枠を超えた特殊な検

査をするものではなく、費用負担については全て保険診療範囲内で行う。遺伝子型検査に関

しては自動 SNP 解析システム担当機関との協力により実施する。 

 

15．健康被害の補償及び保険への加入 

医薬品副作用被害救済制度においては、効能・効果、用法・用量等につき、添付文書等に照

らし合わせ、適正に使用されている場合に生じた健康被害については、救済制度の対象とな

り得る。しかしながら、添付文書に記載してある注意事項等を遵守していない場合には、不

適正使用と判断され、支給の対象とはならない恐れがあるため、補償保険の加入等の措置

を講ずる。 

 

16．研究資金及び利益相反 

本研究は、文部科学省の ｢がん薬物療法の個別適正化プログラム｣ の研究助成を得て実

施する。本研究の計画・実施・報告において、研究結果および結果の解釈に影響を及ぼすよ

うな 「起こりえる利益相反」 は存在しないこと、および研究の実施が患者の権利・利益をそ

こねることがないことを確認する。 

 

17．研究実施計画書等の変更 

研究実施計画書や説明文書・同意文書の変更 (改訂) を行う場合は予め各機関の倫理審

査委員会等の承認を必要とする。各機関に固有な研究実施計画書の変更が必要な場合は、

研究責任者は、研究代表者との合意の上、当該機関での試験実施計画書を変更することが

できる。 

 

18．調査の倫理的実施 

18.1 倫理審査委員会 

本研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、ヒトゲノム・遺伝子解析研究における倫理指針 

(平成 17 年 6 月 29 日一部改正、文部科学省、厚生労働省、経済産業省) 及び臨床研究に関

する倫理指針 (平成 20 年 7 月 31 日全部改正、厚生労働省) に従う。研究は、各機関の倫理
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審査委員会で審査・承認された後に各機関の長の許可を得て実施する。 

 

18.2 患者のプライバシーの秘密保持 

症例報告書の作成、取扱などにおいては、プライバシーの秘密保持に配慮する。患者は ID で

特定する。 

 

18.3 インフォームド・コンセント 

分担医師は、以下の事項について十分説明し、患者本人の自由意思による同意を文書で得

る。 

1) 臨床研究とは 

2) 臨床研究の目的 

3) 臨床研究の期間 

4) 臨床研究の概要 

5) この研究に参加することによって期待される効果  

6) 予期される副作用 

7) 研究として行う遺伝子型検査結果の報告 

8) 費用の負担について 

9) この臨床研究に参加されない場合でも不利益を受けないこと 

10) この臨床研究に同意された場合でも、同意の撤回は自由です 

11) この研究は医学的に妥当であり、患者さんの人権が守られていること 

12) プライバシー (個人情報) の保護 

13) いただいた血液の管理と遺伝子解析終了後の試料について 

14) 研究資金と利益相反 

15) 知的財産について 

16) 臨床研究に関連して健康被害が発生した場合の治療および補償について 

17)わからないことがあったときの対応と連絡先 

 

18.4 同意取得方法 

症例報告書には同意およびインフォームド・アセントを得た年月日を記入する。分担医師は、

研究責任者の指導・監督の下、同意取得作業の全部または一部を、研究の内容や意義等に

ついて十分に理解している者 (コーディネーター等) に行わせる事ができる。 

1) 患者が成人の場合 

分担医師は、本研究の被験者として適切と考える患者に対して説明・同意文書を用いて、前項

の記載事項について説明し、研究に参加することについて本人の自由意思による文書による

同意を得る。 

  統合失調症及び双極性障害患者においては、原則として、患者の同意能力の有無を精神

保健指定医またはそれに準ずる立場の者が判断をする。患者本人に同意能力がないと判断



14 
 

された場合には、代諾を認めるが、その場合でも、患者本人の理解を得るように努めなければ

ならない。なお、明らかに患者本人の意識がないと判断できる場合には、精神保健指定医また

はそれに準ずる立場の者による同意能力の有無の判断は不要であり、代諾でよい。 

2) 患者が中学生以上の未成年者の場合 

分担医師は、親権者から文書で同意を得るとともに、患者からはインフォームド・アセントを文

書で得る。文書への署名および日付の記入は患者本人が行う。 

3) 患者が小学生以上、中学生未満の場合 

分担医師は、親権者から文書で同意を得るとともに、患者からはインフォームド・アセントを文

書で得る。文書への署名および日付の記入は患者本人が行うが、それが不可能な場合は親

権者が行う。 

4) 患者が小学生未満の場合 

分担医師は、親権者から文書で同意を得るとともに、患者の理解能力に応じて説明し、患者本

人の理解を得るように努めなければならない。また、患者に口頭で説明した旨を親権者が同意

文書に記載する。 

 

 

18.5 同意撤回時の対応 

患者または代諾者より同意撤回の申し出があり、同時に試料やデータの使用に関する同意撤

回の申し出があった場合には、以下の対応を行う。 

1） 分担医師は、同意撤回の申し出があった場合には、研究実施機関の研究責任者に速やか

に連絡する。 

2） 研究実施機関の研究責任者は、検体処理機関に血液サンプルを提出済みの場合は、研

究代表者へ速やかに連絡するとともに、東京大学医科学研究所バイオバンクジャパンに保

管されている試料等の廃棄を文書で依頼する。 

 

18.6 遺伝子型検査結果の開示 

本臨床研究では、協力医療機関において、チップ－試薬一体型全自動SNP解析システムを用

いて HLA-A*3101 の有無を判定するが、この遺伝子型検査の結果により、患者に投与する薬

剤の種類を決定するため、遺伝子型検査の結果は、ゲノム指針に則り、対象者に開示する。

但し、開示する前に対象者に開示・非開示の希望を確認し、非開示を希望する際には開示し

ない。また、協力医療機関内で実施される検査結果の検証のため、理化学研究所で実施する

遺伝子解析結果については、開示しない。 

なお、未成年者に対する遺伝子型検査結果の開示については、以下の通りとする。 

 

1）研究期間中の開示について 

① 研究参加者の年齢が 16 歳未満の場合、代諾者（保護者）が遺伝子型検査結果の開示を

希望するときには、担当医師またはコーディネーターは保護者に開示しなければならない。
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その際、保護者の判断のもとで、研究参加者を同席させてもよく、担当医師またはコーデ

ィネーターは、研究参加者にもわかるように説明をする努力をしなければならない。 

② 研究参加者の年齢が 16 歳以上の場合、代諾者（保護者）が遺伝子型検査結果の開示を

希望するときには、担当医師またはコーディネーターは研究参加者の意向を確認し、これ

を尊重しなければならない。開示する際、担当医師またはコーディネーターは、原則として

代諾者（保護者）を同席させ、研究参加者にもわかるように説明をする努力をしなければ

ならない。 

 

2）研究期間終了後の開示について 

① 研究期間中の代諾者（保護者）開示希望の有無にかかわらず、代諾者（保護者）が研究

参加者の遺伝子型検査結果の開示を希望した場合には、研究期間終了後、3 年間（症例

報告書保管期限まで）は、１に沿った対応をしなければならない。 

② 代諾者（保護者）の開示希望の有無にかかわらず、研究参加者が成人に達した場合には、

研究期間終了後、3 年間（症例報告書保管期限まで）は、結果を開示し、説明する機会を

設けなければならない。 

 

18.7 カウンセリングの必要性およびその体制 

本研究の対象は単一遺伝子疾患ではないため、遺伝カウンセリングが必要になる状況はない

と考えられるが、遺伝子解析により、後になって提供者が不安を生じたり、あるいは相談したい

ことができたりした場合にはまず分担医師が誠意を持って対応し、必要な場合には認定遺伝カ

ウンセラーの資格を有するものに紹介する。 

 

18.8 予測される提供者に対する危険・不利益に対する配慮 

遺伝子解析への不安などの心理的問題、プライバシーの秘密保持に対する不安、また、採血

に伴う肉体的苦痛などが考えられる。 

採血時に不快感を訴えた場合は、直ちに採血を中止する。 

本研究の対象は単一遺伝子疾患ではないため、遺伝カウンセリングが必要になる状況はない

と考えられるが、遺伝子解析により、後になって提供者が不安を生じたり、あるいは相談したい

ことができたりした場合のために、研究実施機関に窓口を設置し、提供者に誠意を持って対応

する。 

  また、プライバシーの侵害に対しては、後述の方法で個人情報を保護する。 

 

19．臨床情報の取扱及び記録の保存 

19.1 臨床情報の取扱 

分担医師が症例報告書を作成後、研究実施機関の研究責任者に提出する。研究実施機関

の研究責任者は、症例報告書の記載内容及びデータ電子化における信頼性の確保に努め

る。 
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19.2 記録の保存 

症例報告書は研究実施機関の研究責任者が本研究終了後 3 年間保管管理した後、適切に廃

棄する。 

 

19.3 個人情報の保護の方法 

個人情報は、各研究実施機関の個人情報管理者により管理され、バイオバンクジャパンおよ

び理化学研究所ゲノム医科学研究センターには伝達しない。個人情報管理者は、患者に対し

て独自の ID を付与し、氏名、住所、電話番号、生年月日などを削除する連結可能匿名化を行

う。匿名化された診療情報は各研究実施機関において、コンピュータ上でデータベース化され

る。研究代表者は、匿名化された血液サンプル及び診療情報を受け取り、厳重に保管・管理を

行う。 

  研究実施機関の全自動 SNP 解析システムにより得られた遺伝子型データについては、日

本医学会 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(2011年2月) における薬

理遺伝学検査に相当するため、通常の診療情報と同等に扱う。 

 理化学研究所ゲノム医科学研究センターの遺伝子解析担当者の遺伝子解析によって得られ

たデータは、研究代表者のコンピュータの内蔵ハードディスクドライブに保管される。内蔵ハー

ドディスクドライブにはパスワードなしにはアクセスできないようにする。 

 

19.4 試料の保存、廃棄 

研究実施期間内の臨床情報及び DNA サンプルの保存は、バイオバンクジャパンで行う。本研

究終了後の提供試料の取扱は、将来新たに計画・実施される遺伝子解析を含む医学研究に

使用することを目的とした保存につき患者の同意が得られている場合のみ引き続きバイオバ

ンクジャパンで保存し、その目的で使用することがある。この場合、予め各機関の倫理審査委

員会における審査等必要とされる手続きを経る。保存の同意が得られない場合は、下記に定

めた廃棄方法に従い試料を廃棄する。また、患者より試料等の廃棄の申し出があった場合は、

速やかに廃棄する。 

  なお、本研究で収集された臨床情報及び DNA サンプルは、バイオバンクジャパンを含む公

的バンクへの寄託は行わない、 

 

19.5 試料の廃棄方法 

血液または DNA を塩酸で処理し、可能な場合は複数の試料を混合し、医療廃棄物として廃棄

する。 

 

 

19.6 研究結果の公表 

本研究の未発表データ等の情報および本研究の結果の一部または全部を学会、雑誌等外部
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に発表する場合には、研究代表者の責任のもと取り扱うこととする。 

  なお、公表に際しては、集団としての解析結果のみを公表し、個人が特定できないよう、プラ

イバシーの保護に十分配慮する。 

 

20．研究実施組織 

20.1 研究代表者 

    独立行政法人 理化学研究所 ゲノム医科学研究センター 

        副センター長 久保 充明 (TEL: 045-503-9607) 

 

20.2 研究実施機関及び研究責任者、個人情報管理者 

別紙 1、2 参照 

 

20.3 統計解析担当者 

    独立行政法人 理化学研究所 ゲノム医科学研究センター 統計解析チーム 

    チームリーダー 高橋 篤 (TEL: 03-5449-5509) 

 

20.4 遺伝子解析担当者  

    全自動 SNP 解析システムによる判定結果の検証を行う。 

    独立行政法人 理化学研究所 ゲノム医科学研究センター 遺伝情報解析チーム 

    チームリーダー 莚田 泰誠 (TEL: 045-503-9597) 

      研究員  大関 健志 (TEL: 045-503-9598) 

 

20.5 研究事務局 

    本研究の中央事務局業務（ヘルプデスク等を含む）は、株式会社綜合臨床サイエンスが行う。   

バイオバンクジャパンは、綜合臨床サイエンスの事務局業務を支援する。 

 株式会社綜合臨床サイエンス 

 〒163-0813 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 13 階 

 TEL: 03-6901-8797 

 FAX: 03-3342-5445 

 E-mail: gencat@sogo-rinsho.jp 

 

 東京大学医科学研究所 バイオバンクジャパン 

 〒108-8639 東京都港区白金台 4-6-1 

 TEL: 03-5449-5122 

 FAX: 03-5449-5122 

 E-mail: yasushiy@ims.u-tokyo.ac.jp 
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20.6 検体処理機関 

株式会社エスアールエル 

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-41-19 

TEL:  042-526-7111 

 

20.7 自動 SNP 解析システム担当機関 

株式会社理研ジェネシス 

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町 1-7-22 

理化学研究所 横浜研究所 東研究棟 3F  

TEL:   045-521-8781 

 

20.8 効果・安全性評価委員会 

研究に直接関与しない外部の研究者により構成され、適正な研究の遂行のための助言を行

う。 

委員構成： 

浜松医科大学臨床研究管理センター 准教授 古田 隆久 

国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部長 齋藤 嘉朗 

国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部室長 泉田 信行 
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別紙 1. 研究実施機関および研究責任者 

 

研究実施機関 研究責任者 連絡先 

順天堂大学 

(順天堂医院、浦安

病院、静岡病院) 

脳神経内科 准教授 下 泰司 
TEL：03-3813-3111  

メール：yshimo@juntendo.ac.jp 

日本医科大学 

(日本医科大学附属

病院、千葉北総病

院、武蔵小杉病院、

多摩永山病院) 

付属病院ゲノム先

端医療部 
准教授 渡邉 淳 

TEL：03-5814-6585 

メール：aw3703@nms.ac.jp 

岩手医科大学 神経精神科学講座 講師 武内 克也 
TEL：019-651-5111（内線 2374） 

メール：ktakeuch@iwate-med.ac.jp 

医療法人徳洲会 

(宇治徳洲会病院、

岸和田徳洲会病院、

札幌徳洲会病院、湘

南鎌倉総合病院、茅

ヶ崎徳洲会病院、千

葉徳洲会病院、千葉

西総合病院、中部徳

洲会病院、福岡徳洲

会病院、東京西徳洲

会病院) 

茅ヶ崎徳洲会総合

病院 
院長 亀井 徹正 

TEL：0467-85-1122 

メール：somu@ctmc.jp 

滋賀医科大学 精神医学講座 教授 山田 尚登 
TEL：077－548-2290 

メール：naoto@belle.shiga-med.ac.jp

愛知医科大学 精神神経科 教授 兼本 浩祐 
TEL：0561-62-3331 

メール：fwkh2919@mb.infoweb.ne.jp 

すずかけクリニック 

（ 理 研 倫 理 審 査 代

行） 

 院長 福智 寿彦 
TEL：052-731-8300 

メール：tfukuchi@ja2.so-net.ne.jp 

国立精神・神経医療

研究センター病院 
てんかんセンター 

精神科医長

精神科医長

渡邉 雅子 

岡崎 光俊 

TEL：042-341-2711 

メール：okazakim@ncnp.go.jp 

名古屋市立大学 新生児・小児医学 教授 齋藤 伸治 
TEL：052-853-8246 

メール：ss11@med.nagoya-cu.ac.jp 

産業医科大学 神経内科 准教授 赤松 直樹 TEL：093-603-1611（代表） 
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メール：akamatn@med.uoeh-u.ac.jp 

関西医科大学 精神神経科 
教授 

講師 

木下 利彦 

加藤 正樹 

TEL：06-6992-1001（代表） 

メール：katom@takii.kmu.ac.jp 

むさしの国分寺クリ

ニック （理研倫理審

査代行） 

 院長 大沼 悌一 
TEL：042-328-5660 

メール：pxx03404@nifty.ne.jp 

国立病院機構奈良

医療センター 
 院長 星田 徹 

TEL：0742-45-4591（代表） 

メール：hoshida@wnara.hosp.go.jp  

東京女子医科大学 
遺伝子医療センタ

ー 
所長・教授 斎藤加代子

TEL：03-3353-8111 

メール：saito@img.twmu.ac.jp 

久留米大学 精神神経科 准教授 石田 重信 
TEL：0942-31-7564 

メール：ishidas@med.kurume-u.ac.jp
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別紙 2. 個人情報管理者 

 

研究実施機関 個人情報管理者 

順天堂大学 

順天堂医院脳神経内科 教授 服部信孝 

順天堂浦安病院脳神経内科 教授 卜部貴夫 

順天堂静岡病院脳神経内科 教授 大熊泰之 

日本医科大学 

付属病院 (外科学） 教授 古川 清憲 

武蔵小杉病院（内科学） 准教授 佐藤 直樹 

多摩永山病院（女性診療科） 教授 中井 章人 

千葉北総病院 (耳鼻咽喉科) 教授 馬場 俊吉 

岩手医科大学  病院長 小林 誠一郎 

医療法人徳洲会 システム部 部長 橋爪 慶人 

滋賀医科大学 治験管理センター 副センター長 杉本 喜久 

愛知医科大学 精神神経科 准教授 松原桃代 

すずかけクリニック 

（理研倫理審査代行） 
 事務長 野浪徳一 

国立精神・神経医療研究センタ

ー病院 
  (確認中) 

名古屋市立大学 新生児・小児医学 准教授 伊藤 哲哉 

産業医科大学 神経内科 助教 正崎 泰作 

関西医科大学 精神神経科 研究室秘書 大西 みゆき 

むさしの国分寺クリニック 

（理研倫理審査代行） 
   

国立病院機構奈良医療センター 薬剤科 薬剤科長 高田 耕蔵 

東京女子医科大学 医療・病院管理学 教授 上塚芳郎 

久留米大学 病理学 教授 大島 孝一 

 


