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患者さんへの説明文書 
作成日 2021 年 10 月 22 日、バージョン G608-21 

 
 京都大学医学部腫瘍生物学講座と京都大学医学部血液腫瘍内科、京都大学医学部皮

膚科では、後述する共同研究機関・病院と協力して、がんの原因をより正確に明らか

にし、より効果的な治療法や予防法を確立するために、遺伝子の解析研究を取り入れ、

これまでにかかったことのある病気、遺伝子の状況、生活習慣、治療の効果や副作用

の有無の関連を調べる研究を行っています。本文書は、あなた（または、提供者本人

の代わりをつとめるあなた）に、この研究への協力をお願いしたく、病気と遺伝子と

の関係、研究内容などについて説明したものです。（なお、以降本文にあらわれる「あ

なた」は、「提供者本人または、本人の代わりをつとめるあなた」を意味します。）こ

の文書をよく理解した上で、あなたが研究協力に同意していただける場合には、「遺伝

子解析研究への同意文書」に署名することにより同意の表明をお願いいたします。も

ちろん、同意いただけないからといって、それを理由にあなたが不利益を被ることは

ありません。 
 以下に、遺伝子解析に関する説明と研究協力への同意に係わるいくつかの重要な点

を説明します。 
 
《遺伝子とは》 
 「遺伝」とは、「親の体質が子に伝わること」です。「体質」には、顔かたち、体つ

きのほか、病気に罹りやすいことなどが含まれます。人の体の状態は、遺伝とともに、

生まれ育った環境によって決まりますが、遺伝は基本的な部分で人の体や性格の形成

に重要な役割を果たしています。そして、「遺伝子」とは，生命の遺伝情報をになう媒

体のことであり、「ＤＮＡ」とよばれる物質が「遺伝子」として働いています。 
 人体は約６０兆個の細胞から成り立っていますが、ヒトのからだをつくる細胞一つ

一つの中には、同一のＤＮＡが含まれており、このＤＮＡ上には約２万種類の遺伝子

が存在しています。これらの全ての遺伝情報を総称して「ゲノム」といいます。  
遺伝子には二つの重要な働きがあります。一つは，遺伝子は精密な「体の設計図」

として働きます。遺伝子の情報をもとに、私たちのからだを形作る「タンパク質」が

つくられます。二つ目は「種の保存」です。人間が他の動物とはちがい、人間らしい

体つき・顔つきをしているのは、人間の祖先から現在まで遺伝子が伝えられてきたた

めです。  
 
《遺伝子と病気》  
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人間のからだは約 60 兆個という膨大な数の細胞からできていますので、細胞にふく

まれる遺伝子情報が偶然変化してしまうことも稀ではありません。これを体細胞変異

と呼んでいます。体細胞変異が起こっても、からだには影響がないことがほとんどで

あり、子孫に遺伝することもありませんが、まれに体細胞変異が生じた細胞が異常に

増殖する能力を獲得してしまうことがあります。これががんの原因であり、今回の研

究においては、どのような遺伝子に体細胞変異が生じると、がんになりやすいのかを

解析をすることで、がんの原因を明らかにします。 
 
 《遺伝子解析研究への協力について》  
まず、研究の内容を含め、同意していただくための説明を行います。この説明を十

分理解し、研究に協力して血液・組織等を提供しても良いと考えられた場合は、「遺伝

子診断研究への協力についての同意書」に署名することにより、同意したということ

をはっきり示すようにお願いいたします。 
この研究が皆様の診療において即座に有益な情報をもたらす可能性は、現在のとこ

ろ低いと考えられますが、今後の医学の発展に繋がり、将来的には、同じ病気に苦し

む方々の診断や予防、治療等をより効果的に行うために役立つことが期待されます。

遺伝子の解析結果の意義は、ご自身の解析結果のみでは不十分であり、多数の方の解

析結果などを複合的に判断する必要があります。従って解析結果の開示など個別の対

応は行えませんので、その点もご留意ください。研究にあたっては協力いただいた皆

様に不利益が生じないように個人情報の保護、プライバシーの尊重に努力し最大限の

注意を払います。皆様の試料（資料）を分析する際には、氏名・住所・生年月日など

の個人の特定につながる情報を取り除き、代わりに新しく符号をつけ、どなたのもの

か分からないようにした上で（どの研究対象者の資料・情報であるかが直ちに判別で

きないように、加工又は管理された匿名化を行い）、厳重に保管します。また試料（資

料）の分析から得られる遺伝子の情報（遺伝情報）についても、個人識別が可能とな

らないよう厳重な管理とセキュリティー体制の整備を徹底します。 
 
《遺伝子解析研究に協力するかどうかを考えるために》  
（１）遺伝子解析研究に協力するかどうかは任意です。途中で気が変わるのも自由で

す。  
研究に協力するかどうかはご自身の自由な意思で決めてください。強制はいたしま

せん。協力されてもされなくても、当院では同じように最善の医療を提供いたします。 
一旦同意された場合でも、不利益を受けることなく、いつでも一方的に文書により、

同意を撤回することができます。その場合は採取した血液や遺伝子解析の結果は廃棄

され、診療記録もそれ以降は本研究のために用いられることはありません。ただし、
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同意を撤回した時すでに研究結果が論文などで公表されていた場合や、検体が完全に

匿名化されて研究者にも誰のものかわからなくしてある（特定の個人を識別すること

ができない匿名化といいます）場合等、血液や遺伝子を調べた結果を廃棄できないこ

とがあります。その場合であっても、個人が特定できた血液などは廃棄されます。  
遺伝子解析に関する同意書の原本は、研究実施機関において保管します。あなたに

は、その写し一部をお渡しします。 
 

（２）この遺伝子解析研究の実施計画は、以下の通りです 
 本遺伝子解析計画は京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院の

「医の倫理委員会」で審査され、研究を行う機関の長により承認されたものです。 
 
研究題目 造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 

 
研究機関名 京都大学医学研究科 腫瘍生物学 

 
研究責任者氏名・職名 教授 小川誠司 

 
個人情報管理者・職・氏名 京都大学医学研究科血液腫瘍内科・講師・錦織桃子 

 

共同研究機関名・責任者名 【医療機関・学術機関】 

筑波大学 血液内科・千葉滋 

金沢大学 血液内科・宮本敏浩 

東京大学 小児科・加藤元博 

名古屋大学 小児科・高橋義行 

弘前大学 小児科・照井君典 

昭和大学 血液内科・中牧剛 

東京都立大塚病院 血液内科・武藤秀治 

NTT 東日本関東病院 血液内科・臼杵憲祐 

Chung Gung 大学 血液内科（台湾）・Shih Lee-Yung 

ミュンヘン白血病研究所（独国）・Torsten Haferlach 

シダース・サイナイ・メディカルセンター（米国）/シンガポールがん研究

所・H Philip Koeffler 

クリーブランド・クリニック（米国）・Jaroslaw Maciejewski 

日本成人白血病研究グループ・宮﨑泰司 

パヴィア大学（イタリア）・Mario Cazzola、Luca Malcovati 

近畿大学 血液内科・松村到 

獨協医科大学 内科・三谷絹子 

宮崎大学 内科学講座血液・糖尿病・内分泌内科学分野・下田和哉 

NIH（米国）・Neal Young 

藤田医科大学 血液内科・冨田章裕 

ラドボウド大学メディカルセンター（蘭国）・Joop Jansen 

ソウル国立大学病院内科（韓国）・Sung-SooYoon 

長崎大学原爆後障害医療研究所 原爆・ヒバクシャ医療部門 血液内

科学研究分野・宮﨑泰司  

慶応義塾大学 血液内科・片岡圭亮 

京都府立医科大学医学部・山中龍也 
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Lund 大学（スウェーデン）・Jonas Larsson 

佐世保市総合医療センター・森内幸美 

Hannover Medical School(独国)・Michael Heuser 

東京女子医科大学 脳神経外科・村垣善浩 

公益財団法人がん研究会 がん研究所分子標的病理プロジェクト/が

ん研有明病院病理部・竹内賢吾 

国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター高度診断研究

部・真田昌 

神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科・石川隆之 

東京医科大学 血液内科・後藤明彦 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻腫瘍制御学

講座病理学(腫瘍病理)分野・佐藤康晴 

Chulalongkorn 大学(タイ)・Chantana Polprasert 

Institut Gustave Roussy(仏国)・Isabelle Plo 

University of Freiburg Medical Center(独国)・Michael Lübbert 

東海大学 血液腫瘍内科・鬼塚真仁 

ベルリン医科大学血液腫瘍内科(独国)・Frederik Damm 

北海道大学 血液内科・豊嶋崇徳 

京都第二赤十字病院・魚嶋伸彦 

川崎医科大学附属川崎病院 中央検査科・北中明 

久留米大学医学部病理学・大島孝一 

岐阜大学 血液内科・兼村信宏 

東北メディカルメガバンク機構・山本雅之 

札幌北辰病院 血液内科・安達正晃 

Centre hospitalier universitaire vaudois Institut Universitaire de 

Pathologie（スイス）・Laurence de LEVAL 

理化学研究所 統合生命医科学研究センター・桃沢幸秀 

信州大学 血液内科・中澤英之 

福井大学 血液・腫瘍内科・細野奈穂子 

岐阜市民病院・笠原千嗣 

国立がん研究センター研究所 分子腫瘍学・片岡圭亮 

東京北医療センター血液内科、国際骨髄腫先端治療研究センター・竹

下昌孝 

国立成育医療研究センター小児血液腫瘍研究部・加藤元博 

昭和大学藤が丘病院 血液内科・原田浩史 

大阪大学医学部附属病院 血液腫瘍内科・保仙直毅 

九州大学医学部第一内科・赤司浩一 

Dana-Farber Cancer Institute（米国）・David Weinstock 

Karolinska Institutet（スウェーデン）・Eva Hellström Lindberg 

Hôpital Necker-Enfants maladies(仏国)・Lucile Couronné 

聖路加国際病院 小児科・長谷川大輔 

倉敷中央病院 血液内科 血液治療センター 外来化学療法センタ

ー・上田恭典 

中国中央病院 血液内科・瀬﨑伸夫 

新潟大学医歯学総合病院 生命科学医療センター・中田光 

杏林大学医学部 第一内科学・石井晴之 

松波総合病院 血液内科・鶴見寿 

広島大学 血液内科・一戸辰夫 

香川大学 血液内科・門脇則光 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center（米国）・Elli Papaemanuil 

兵庫医科大学 輸血・細胞治療センター・吉原哲 

Associazione QOL-ONE（イタリア）・Esther Natalie Oliva 

ヘルシンキ大学（フィンランド）・Satu Must¬joki 
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ヘルシンキ大学（フィンランド）・Matti Kankainen 

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli"（イタリア）・

Corrado Mammì 

フランス国⽴保健医学研究所（フランス）・Michaela Fontenay 

東京大学医科学研究所 造血病態制御学・南谷泰仁 

宇治徳州会病院 血液内科・今宿晋作 

群馬大学 血液内科・半田寛 

住友病院 血液内科・土居由貴子 

大阪国際がんセンター 血液内科・藤重夫 

大阪赤十字病院 血液内科・今田 和典 

日本生命病院 血液・化学療法内科・中江吉希 

京都府立医科大学 血液内科・黒田純也 

国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科・福田隆浩 

愛媛大学 血液内科・竹中克斗 

北里大学 血液内科・鈴木隆浩 

松下記念病院 血液内科・河田英里 

公益財団法人実験動物中央研究所・伊藤守 

島根大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科・鈴木律朗 

 

【産学連携共同研究機関】 

Chordia Therapeutics 株式会社・森下大輔 

日本新薬株式会社・安福祥二 

大日本住友製薬株式会社 ゲノム科学研究所・青木幹雄 

大塚製薬株式会社・大橋達朗 

 

【遺伝子解析】 

東京大学先端科学技術研究センター・油谷浩幸 

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター・柏瀬貢一 

東海大学医学部基礎医学系分子生命科学・椎名隆 

 

【データ解析】 

東京医科歯科大学 M&D データ科学センター・宮野悟 

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター・井元清哉 

愛知県がんセンターシステム解析学分野・山口類 

サンガー・センター(英国)・Peter Campbell 

京都大学 iPS 細胞研究所初期化機構研究部門・渡辺亮 

大阪大学大学院医学系研究科・医学部遺伝統計学・岡田随象 

東京大学 新領域創成科学研究科・鈴木穣 

筑波大学 プレシジョン・メディスン開発研究センター・佐藤孝明 

パヴィア大学（イタリア）・Mario Cazzola、Luca Malcovati 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center（米国）・Elli Papaemanuil 

国立がん研究センター研究所 ゲノム解析基盤開発分野・白石友一 

国立がん研究センター研究所 分子腫瘍学・片岡圭亮 

慶応義塾大学 血液内科・片岡圭亮 

東京大学医科学研究所 造血病態制御学・南谷泰仁 

 

ただし、共同研究を行う機関や責任者が追加される可

能性があります。 
対象とする疾患名 造血器疾患全般および前癌病変 

急性白血病・慢性白血病・リンパ腫・多発性骨髄腫・

POEMS 症候群・骨髄異形成症候群・再生不良性貧血・

Sweet 病・健常人に見られるクローン性造血（前癌病変） 
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（再生不良性貧血、Sweet 病は、腫瘍性疾患ではありま

せんが、再生不良性貧血、Sweet 病から白血病に移行す

る患者さんも稀に存在しますので、解析対象に含めさ

せていただいています。健常人に見られるクローン性

造血は、疾患ではありませんが、腫瘍性疾患との関係が

示唆されていますので解析対象とさせていただきま

す） 
対象とする患者の特徴 対象とする疾患によっては発症年齢に偏りが認められ

るため、16 歳未満の方を含む未成年者からの検体も対

象とします。任意後見人、親権者、後見人や保佐人が定

まっているときはその方を代諾者としますが、いない

ときは、提供者本人の配偶者、成人の子、父母、成人の

兄弟姉妹もしくは孫、祖父母、同居の親族又はそれらの

近親者に準ずる人の中から、関係者間で協議して選定

していただきます。代諾者への説明と同意を得るのみ

ではなく、平易な言葉を用いて、本人にも可能な範囲内

で説明をし、理解を得るように努めます。 
調べる遺伝子名 全ゲノムまたは全エクソン・シーケンス解析という方

法で、既に知られている遺伝子全てについての配列決

定を行い、腫瘍細胞でのみ生じている遺伝子の変化を

明らかとします。 
採血量、採取骨髄量 血液 約 5−10 ｍｌ、骨髄 2-3 ml 
手術組織を用いるか？ ■用いる    □用いない 

生検など手術的に採取された腫瘍組織の一部を解析に

用いさせていただく場合もあります。 
研究期間 2013 年 9 月-2024 年 3 月末 
解析結果をお知らせする場

合、お知らせまでにかかるお

よその日数 

解析で得られる情報は膨大であり、がん細胞において

は非常に多数の遺伝子変化が生じていることが明らか

となっています。現時点では、個々の遺伝子変化の意義

は明らかではなく、多数の方の解析に基づく検討が必

要です。このような観点から、解析結果については個別

の開示はしません。 
解析結果保持期間 研究成果公表後 10 年間 
バンク事業への参加 ■なし 

□あり(機関名： ) 
 

本解析に関する問い合わせ

先名と電話番号 
京都大学医学研究科腫瘍生物学 小川誠司 
Tel 075-753-9285 

本説明書作成日 2013 年 9 月 12 日（2017 年 6 月 5 日改訂、2019 年 4 月

15 日改訂、2019 年 7 月 30 日改訂、2021 年 9 月 6 日改

訂、2021 年 10 月 6 日改訂）） 
 
研究目的：  
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 この研究は、造血器腫瘍（以下、「血液がん」と呼びます）（ごく一部の症例で造血

器腫瘍に進展する可能性があるため、再生不良性貧血などの「特発性造血障害」と呼

ばれる病気や Sweet 病も含めてここでは造血器腫瘍に含めます）（健常人に見られる

クローン性造血は、疾患ではありませんが、腫瘍性疾患との関係が示唆されています

ので解析対象とさせていただきます）の発症の原因となる遺伝子を見つけだすと同時

に、血液がんの重症度や進み具合、また治療に対しての反応性などを遺伝子を調べる

ことにより正確に診断できるようにすることを目的としています。現在、どのような

遺伝子が血液がんの原因になるのかについては十分にわかっておりません。この研究

では、現在ヒトの遺伝子として知られている数万個の遺伝子について、血液がんの原

因遺伝子であるか、あるいは、治療の効きやすさを規定する遺伝子であるかどうかを

解析いたします。また、検査会社と共同で、次世代シーケンサーを用いたパネル検査

の共同開発を行います。 
 
研究目的・意義・必要性に関する具体的記載 
白血病やリンパ腫などの血液がんに限らず、がんは遺伝子の異常により生じ

ると考えられ、がんの本質を知るためには、遺伝子を解析することが必要です。

近年の遺伝子解析技術の進歩により、ヒトの遺伝子のほぼすべての配列情報を

解析することができるようになり、多くの病気の原因遺伝子がわかってきてい

ます。その一方で、がん細胞などに起きている遺伝子異常は、同じ診断であって

も、患者さんによって異なることも明らかとなっています。そのため、病気の特

徴を知るためには、多くの患者さんのがん細胞を解析させていただくことが必

要です。 
本研究を行うことにより、新しくわかった原因遺伝子の研究を通じて、有効か

つ副作用の少ない新薬の開発や、個々の患者さんにとって最適な治療法の選択

などに役立てることを目指しています。 
 

研究協力要請の理由：  
あなたが検体提供者として選ばれた理由 
前述したとおり、多くの血液疾患患者さんの遺伝子解析を通じて、病気の理解

が深まり、個々の患者さんに適した診療の実現が可能と考えています。血液がん

の患者さんの数は他のがんに比べて少ないことが知られており、原因不明なが

んのメカニズム解明のためにもし同意を頂けるのであれば検体を集積し、遺伝

子解析をさせていただきたいと思います。また血液のがんではありませんが、再

生不良性貧血など血液をうまく作れない病気の方につきましても稀ではありま

すが、白血病になってしまう方がいますので、解析研究へのご協力をお願いして

います。 
 
  
本研究による遺伝子解析のために使われる検体や健康状態などの情報は、医学の発
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展にともなって将来行われる研究にも貴重なものとなる可能性があります。今回の検

体が将来の医学研究にも使えるよう、あわせて同意をお願いいたします。 
 
研究方法：  
血液や骨髄の採取は、診療で行われているのと同じ方法で行われます。骨髄採取に

ついては、臨床上必要な検査として行う骨髄穿刺時に、検査に必要な分を確保した残

りの検体を使用致します。リンパ節の病気で、手術により取った場合には、その一部

を活用させていただきます。また、本研究では、異常な細胞でのみに生じている遺伝

子異常を明らかにすることが目的ですので、正常な（血液以外の）細胞として、頬粘

膜の細胞を採取させていただくことがあります。口を数回ゆすいでいただいた後に、

専用の清潔なブラシ（綿棒）で、数回、頬の内側を優しくこすらせていただきます。

ブラシを専用の液体で洗うことで、口の中の粘膜の細胞を集めることができます。出

血をさせないで取ることが大切ですので、力を入れることはなく、痛みもありません。 
血液や骨髄などの細胞からＤＮＡやＲＮＡという物質を取り出し、遺伝子の配列情

報などを解析します。ご自身の正常な細胞の解析結果と比べることによって、異常な

細胞にのみ生じている遺伝子の変化を明らかとします。明らかとなった変化・異常に

ついては、同じ異常を持っている患者さんがどのくらいいるのか、症状との関係はど

うかなどについて調べます。本研究は研究に用いる試料をゲノム解析する等により、

個人の特徴を表すゲノムデータ（個人識別符号）を取得することになります。また、

オプトアウトを用いた研究を行う場合においても本研究で取得したゲノムデータは

個人識別符号を含みます。 
 

方法に関する具体的記載（分析方法、診断の精度。将来研究内容の追加・変更が

予想される場合はその旨と予想される内容） 
 
ご提供いただいた血液や骨髄、手術等によって取り出された体の一部の他、口

腔粘膜、爪、毛髪などの正常組織も利用させていただきます。また、腫瘍検体を

免疫不全マウスに移植して得られた細胞や京都大学 iPS 研究所で作成された iPS
化した細胞も研究の対象とします。これらの組織に含まれる、遺伝情報を担う物

質である DNA、または、RNA を取り出し、これらの中の、遺伝子異常の有無や、

RNA についてはその発現量の高低などを調べます。調べる対象となる遺伝子は、

現在知られているヒト遺伝子全てとなります。さらに、DNA メチル化やクロマ

チン構造の異常など、遺伝子配列の変化を起こさない癌化のメカニズムについ

ても、解析を行います。また、変異遺伝子の機能を明らかにするため、細胞培養

による解析や、タンパク質など細胞構成分子の解析、薬剤応答性の解析などを行

います。DNA あるいは RNA は海外を含む外部機関あるいは企業に委託して配

列の解析を行う場合があります。 
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研究計画などを見たいとき：  
希望があれば、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障を来たさない範囲内で、

この研究計画の内容を見ることができます。また、遺伝子を調べる方法等に関する資

料が必要な場合も用意し、説明いたします。 
 
（３）遺伝子解析を受けた場合に考えられる利益および不利益  
本遺伝子解析研究においては、あなた個人に有益な結果が出る可能性は低い、と思

われます。しかしながら、長期的には、研究の成果は今後の医学の発展に寄与するこ

とが、期待されています。将来、あなたの病気の診断や予防、治療などがより効果的

に行われるようになる可能性があります。また誰の遺伝子を解析した結果であるかが

個人情報管理担当医以外には分からないように、（５）に述べる匿名化などを行って、

個人情報を厳重に管理しています。遺伝子解析の結果によっては、就職・結婚・保険

への加入などに関して、現時点では予測できないような不利益が生じる可能性がない

とはいえませんので、十分な注意が必要です。 
血縁関係があることを前提にして遺伝子解析を行う場合は、その前提が崩れると（例

えば養子であったり）、正しい解析結果が得られないことがあります。また、思いがけ

ず遺伝子解析により血縁関係がないと判定されることもあります。 
 

（４）遺伝子解析を受けなかった時に予想される不利益と利益 
本研究の研究成果が直接的に、あなた自身の診療に反映される可能性は低いと考え

られますので、研究に参加されないことが不利益とないと思われます。参加しないこ

とにより、診療上などにおいても不利益を得ることもありません。 
 
（５）個人情報は他人には漏らしません 
患者さん個人の情報を保護することは、刑法で定められた医師の義務です。遺伝情

報はそのなかでも最も厳重に管理されます。遺伝子診断や遺伝カウンセリングに関す

るカルテは、他のカルテとは異なった独立の鍵のかかる場所に保管され、持ち出しは

禁止されています。 
遺伝子解析の結果は、いろいろな問題を引き起こす可能性があるために、他人に漏

れないように、取扱いを慎重に行っています。解析を開始する前に、あなたの検体や

診療情報からは住所、氏名などが削られ、代わりに新しく符号がつけられます（匿名

化）。あなたとこの符号とを結びつける対応表は、検体を採取した病院で個人情報管理

担当医師が厳重に保管します（どの研究対象者の資料・情報であるかが直ちに判別で

きないように、加工又は管理された匿名化）。こうすることによって、あなたの遺伝子
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の解析を行う者には符号しか分からず、誰の検体を解析しているのか分かりません。

海外を含む外部機関あるいは企業に委託して解析を行う場合や、海外の外部機関との

共同研究のために臨床情報や解析結果を譲渡する場合にも、個人情報に関しては一切

提供されません。 
 
（６）遺伝子解析の結果の開示  
本研究の目的は、多数の造血器疾患に罹患した人の遺伝子の遺伝情報を相互に比較

解析することによって達成されるものであり、得られる情報が個々の提供者の状態を

評価するための情報としての精度や確実性に欠ける可能性があるため、提供者本人や

その家族に解析結果はお知らせ致しません。ただし、重大な病気と関連する遺伝子異

常（偶発的所見）が偶然に発見される可能性があります。この場合も、精度に欠ける

情報である可能性があるため、原則として結果をお知らせ致しません。ただし、精度

上の問題を考慮してもなお、その結果が提供者本人やその家族にとって重大でありそ

れを知らせることが有益であると考えられ、医の倫理委員会においても同様と判断さ

れた場合に限り、本人や家族に対しその結果の説明を受けるかどうかについて問い合

わせを行います。 
 
（７）解析結果の公表 

ご協力によって得られた研究の成果は、提供者本人やその家族の氏名などが明らか

にならないようにした上で、学会や学術雑誌およびデータベース上等で公に発表され

ることがあります。 
本研究で得られたデータは、造血器疾患の治療成績の向上に貢献する他の研究を行

う上でも重要なデータとなるため、データを公的データベースに登録し、国内外の多

くの研究者と共有します。研究結果がデータベースを介して国内外の研究者に利用さ

れることによって研究全体が推進され、新規技術の開発が進むとともに、今まで不可

能であった疾患の原因の解明や治療法・予防法の確立に貢献する可能性があります。 
遺伝子解析の結果得られた全ゲノムの塩基配列やアレイデータなどのゲノムデー

タは、公的データベース機構（「難治性造血器疾患のオミクス解析事業」の公的難病デ

ータベース、「がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備に関する研

究」のデータベース、「再生不良性貧血/骨髄異形成症候群の前方視的症例登録・セン

トラルレビュー・追跡調査研究・遺伝子研究 (RADDAR-J)」、臨床ゲノム情報統合デー

タベース MGeND、独立行政法人科学技術振興機構 (JST)/バイオサイエンスデータベ

ースセンター  (NBDC)が運営する Japanese Genotype-phenotype Archive (JGA) や
European Genome-phenome Archive(EGA)など）に一定の制限を設け情報共有および登

録され、同機構の審査の上許可された研究者に公開されます。「難治性がん（白血病等）
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の全ゲノム配列データおよび臨床情報等の収集と解析に関する研究」においては、国

立がん研究センターが管理する臨床情報収集システム（eletronic data capture: EDC）に

電子的に登録されます。匿名化は維持されます。 
 
（８）研究から生ずる知的所有権について   
遺伝子解析研究の結果として特許権などが生じる可能性がありますが、その権利は

国、研究機関、民間企業を含む共同研究機関および研究遂行者などに属し、あなたは

この特許権などを持っているということができません。また、その特許権などをもと

として経済的利益が生じる可能性がありますが、あなたはこれについても権利はあり

ません。これは、遺伝子解析が非常に難しく、複雑であり、また多数の方のご協力に

よりはじめて可能となるからです。 
 
（９）遺伝子解析が終わった検体がどう扱われるか  
あなたの血液などの試料は、本研究のためにだけ用いさせていただきます。しかし、

もし、あなたが同意してくだされば、将来の研究のための貴重な資源として、研究終

了後も保管させていただきたいと思います。符号によってどこの誰の試料かが分から

ないようにした上で、試料が使い切られるまで保管します。なお、将来、試料を新た

な研究に用いる場合は、改めてその研究計画書を倫理審査委員会において、承認をう

けた上で利用します。 
 
（１０）遺伝子解析の費用負担にかかる事項   

この研究にご協力いただくことによって、あなたに交通費や謝礼などが支払われ

ることはありません。この研究の趣旨にご賛同いただいた方に、ボランティアとし

てご協力をお願いしたいと考えております。また、本研究で行われる遺伝子解析に

必要な費用は、主に研究者が獲得した公的な研究費で行われ、当然のことではあり

ますが、あなたに負担を求めることはありません。 
 
（１１）研究資金および利益相反について 

この臨床研究は、大学の運営費交付金（教育研究費）、文部科学省の公的研究費であ

る科学研究費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）課題番号：22134006、科学研

究費補助金 基盤研究 A（一般）課題番号：23249052、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 (課題番号：20cm0106501h0005)、革新

的がん医療実用化研究事業 (課題番号：21ck0106691h0001)、科学研究費補助金 基盤

研究 S (課題番号：19H05656)、文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム (課題番

号：hp200138、hp210167) などにより、実施します。また、一部の研究に関しては、
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京都大学及び Chordia Therapeutics 株式会社(①成人Ｔ細胞白血病リンパ腫に対する新

規テーラーメイド治療戦略の確立、②難治性リンパ腫に対する MALT1 阻害剤の開発、

③当研究室との共同研究である新規低分子抗がん薬候補の非臨床研究)、日本新薬

(NK/T 細胞リンパ腫の遺伝子解析)、大日本住友製薬(ゲノム・RNA シーケンスとモデ

ルマウス解析に基づく，骨髄異形成症候群（MDS）および悪性リンパ腫に対する新規

治療標的の探索「DSK プロジェクト」) 、大塚製薬(臨床シークエンスパネルの開発)、
公益財団法人実験動物中央研究所(稀少がんの患者由来がんモデルを用いた新規候補

薬剤の開発)との共同研究契約に基づき、本研究に係る研究費の提供を受けて実施しま

すが、資金提供者の意向が研究に影響することはありません。臨床シークエンスの開

発を目的として、検査会社と共同研究を行います。Chordia Therapeutics 株式会社から

の資金提供により設置されている「次世代腫瘍分子創薬講座」、大日本住友製薬株式会

社からの資金提供により設置されている「DSK プロジェクト」に雇用されている研究

者が参加しています。大日本住友製薬株式会社に在籍している者が本研究に従事して

います。日本新薬株式会社と武田薬品工業株式会社と本研究以外の共同研究を実施し

ている研究者が参加しています。Chordia Therapeutics 株式会社は武田薬品工業株式会

社が出資している会社です。 
これら研究費の利益相反については、「京都大学利益相反ポリシー」「京都大学利

益相反マネジメント規程」に従い、「京都大学臨床研究利益相反審査委員会」におい

て適切に審査しています。 
研究グループが公的資金以外に製薬企業などからの資金提供を受けている場合

に、臨床研究が企業の利益のために行われているのではないか、あるいは臨床研究

の結果の公表が公正に行われないのではないか（企業に有利な結果しか公表されな

いのではないか）などといった疑問が生じることがあります。これを利益相反（患

者さんの利益と研究グループや製薬企業などの利益が相反している状態）と呼びま

す。 
 本研究の利害関係については、群馬大学利益相反マネジメント委員会の承認を得

ております。また、当該研究経過を定期的に群馬大学利益相反マネジメント委員会

へ報告等を行うことにより、本研究の利害関係についての公正性を保ちます。 
 
（１２）遺伝の悩み及び遺伝子解析前後の不安に対する遺伝カウンセリング 

病気のことや遺伝子解析に関して、不安に思ったり、相談したいことがある場合

は、遺伝カウンセリング担当者（＊）が相談を受けます。診療を担当する医師、イ

ンフォームド・コンセント担当者等にその旨お伝えください。その場合、病気の予

防・診断・治療に最善を期すだけでなく、患者さん・家族の方の気持ち、考え方、

ライフスタイル、社会的背景を尊重し、納得のいくまであらゆることに関する相
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談・カウンセリングを行います。それによって、精神的にも最善の結果が得られる

ようフォローアップいたします。 
（＊）京都大学医学部附属病院遺伝子診療部：予約制、電話 075-751-4350 

  （平日 13：00～16：30） 
京都大学医学部附属病院への受診が難しい場合は、担当医と研究責任者が適切な

カウンセリングが受けられるよう、対応いたします。 
  
（１３）問合せ・苦情の受付先 
本遺伝子解析についての問い合わせ先は下記をご参照ください。苦情などのある場

合も研究責任者が対応いたします。 
 
氏名：小川 誠司 
所属、職名：京都大学医学研究科腫瘍生物学 教授 
Tel：075-753-9285 
E-mail: sogawa-tky@umin.ac.jp 
または 
京都大学医学部附属病院 臨床研究相談窓口 
Tel：075-751-4748 
E-mail: ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp 
 
あなたがこの研究およびあなたの権利に関してさらに情報が欲しい場合、またはあ

なたに健康被害が発生した場合に、あなたが連絡をとる病院の担当者は下記のとおり

です。何かお聞きになりたいことがありましたら、どうぞ遠慮なくいつでもご連絡く

ださい。 
 
【問合せ・苦情等の相談窓口（連絡先）】 
  職名  群馬大学医学部附属病院・血液内科科長・診療教授   
  氏名  半田 寛        
  連絡先 群馬大学医学部附属病院血液内科 

       群馬県前橋市昭和町 3 丁目 39-15 
Tel 027-220-8172 

 
上記の窓口では、問合せ・苦情等の他、次の事柄について受け付けています。 
（１）研究計画書および研究の方法に関する資料の閲覧（又は入手）ならびにその方

法  ※他の患者さんの個人情報および知的財産の保護等に支障がない範囲内に限
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られます。 
（２）患者さんの個人情報についての開示およびその手続（手数料の額も含まれます。） 
（３）患者さんの個人情報の開示、訂正等、利用停止等について、請求に応じられな

い場合にはその理由の説明 
（４）患者さんから提供された試料・情報の利用に関する通知 
① 試料・情報の利用目的および利用方法（他の機関へ提供される場合はその方法も含

まれます。） 
② 利用し、または提供する試料・情報の項目 
③ 利用する者の範囲 
④ 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名または名称 
⑤ 患者さんまたはその代理人の求めに応じて、患者さんが識別される試料・情報の利

用または他の研究機関への提供を停止すること、およびその求めを受け付ける方法 
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（京大医遺伝子解析様式３－２）  
遺伝子診断研究への協力についての同意書  

作成日 2021 年 10 月 6日、バージョン G608-20 

 
研究責任医師 半田 寛 殿  
研究題目：造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 
 
＜説明を受け理解した項目＞ 

□遺伝子について 

□研究協力は自由意思で、協力しない場合も不利益は受けません。文書による同意の撤回も自由

です。 

□研究目的と方法：造血器疾患という病気や薬の効果にどの遺伝子がどのように関係しているか、

種々の遺伝子の構造や機能を調べ、より正確な診断やより有効な治療を目指すものです。血液 5-

10ml を採血し（場合により手術で摘出した組織から）、DNA (RNA)を取り出して、関係する可能性

のある数多くの遺伝子を調べます。場合によっては、家族が今までにかかった病気について詳し

い説明をお願いすることもあります。 

□海外を含む外部機関あるいは企業に委託して配列の解析を行う場合があります。 

□希望により、研究計画書を見ることができます。 

□検体提供者に対する利益と不利益：本解析研究の結果が一人一人に有益な情報をもたらす可能

性は非常に低いと考えられます。一方で、この研究により将来、病気の診断や予防、治療などがよ

り効果的に行われるようになる可能性があります。遺伝子解析により社会的差別などを受ける可

能性がないとはいえません。 

□検体と診療情報は、分析前に、住所・氏名などを削り、新しく符号をつけます（匿名化）。個人

名とこの符号を結びつける対応表は、検体採取を行った施設において厳重に保管します。解析結

果の説明などが必要な場合には、この符号を氏名に戻す操作を行います。＊結果説明の不要の場

合には対応表を作成しないこともあります（特定の個人を識別することができない匿名化）。 

□遺伝子解析結果の開示：本研究では、なんらかの遺伝子の違いが見いだされたとしても、それが

個人に直接有益な情報となる可能性は極めて低いのですが、希望があれば、本人に解析結果を開

示します。ある条件下では血縁者に連絡を取る可能性もあります。  

□研究の成果は、個人が特定されない方法で学術雑誌等に公表されることがあります。 

□研究から知的財産権が生じても、検体の提供者には属しません。 

□検体を匿名化のまま本研究終了後も保管するか廃棄するかについて。将来、検体を研究に用い

る場合は、改めて研究計画書を医の倫理委員会に提出し承認を受けます。 

□不安や相談がある場合、遺伝カウンセリングを受けることができます。 

□解析に関する費用の負担はありません。 

 
説明者の氏名および職名                             
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説明者の署名(自筆)                                    

 

以上について、説明文書を用いて説明を受けたことをチェックを入れて確認し、次に研究協力

及び結果の開示についての意思を明らかにします。（1・２・３のいずれかに○を付け、署名して下

さい。） 

１. 本遺伝子解析研究のために検体を提供します。また、私の検体が将来、実施される遺伝子解析

を含む医学研究に使用されることに同意します。 

２. 本遺伝子解析研究のために検体を提供します。しかし、私の検体を将来、医学研究に使用しな

いでください。 

３. 本遺伝子解析研究のために検体を提供することに同意しません。 

 

本人氏名：                                       

住所：                                       

電話：                                       

   年 月 日 

本人署名(自筆)：                                       

 

代諾者氏名：                                      

代諾者と本人との関係：                                

   年 月 日 

代諾者署名(自筆)：                                      

 
＜追加事項＞ 
偶然に重要な遺伝情報が見つかった場合、それを知りたいですか？（いずれかに○

をつけてください） ・はい   ・いいえ 
 
不慮の事故等で遺伝子解析の結果を聞くことができなくなった場合、どうされますか？（いずれかに○

をつけてください）  ・誰にも伝えない。      ・下記の人に伝えて欲しい。 
氏名：                          続柄：                          

住所：                          電話番号：                        

 

＊本同意書のコピー一部を必ずもらってください。 
 
 
 


