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研究計画書（観察研究） 

 

 

１．研究の名称 

「泌尿器がんの病理学的解析」 

 

２．研究組織について 

＜臨床施設＞  

埼玉医科大学総合医療センター 役割：総括・臨床情報と病理検体の収集 

埼玉県川越市鴨田 1981 番地 

泌尿器科医局 電話：049-228-3673 

 

研究責任者：泌尿器科：教授   川上 理  

研究実施者 

 泌尿器科：准教授  諸角 誠人 

 泌尿器科：講師   矢野 晶大 

 泌尿器科：講師   岡田 洋平 

泌尿器科：講師   竹下 英毅 

 泌尿器科：助教   香川 誠 

 泌尿器科：助教   杉山 博紀 

 泌尿器科：助教   立花 康次郎 

 

＜解析施設＞ 

埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター 役割：病理学的解析  

遺伝子情報制御部門：教授  堀江 公仁子 

遺伝子情報制御部門：客員教授  井上 聡 

遺伝子情報制御部門：講師   池田 和博 

遺伝子情報制御部門：特別研究学生（泌尿器科専門医）鎌田 修平 

遺伝子情報制御部門：博士課程大学院生（泌尿器科専門医）北山 沙知 

 

上記以外のゲノム医学研究センターの教職員も、細胞生物学的解析等を行う研

究協力者になり得るが、その際も上記研究者の責任・指導のもとに研究を分担す

る。 

 

東北大学大学院医学系研究科 役割：病理学的解析と病理学的評価 

病理検査学分野：教授   鈴木 貴 
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病理検査学分野：講師   髙木 清司 

 

３．研究の背景・目的 

本研究では、我が国において近年罹患率が上昇している前立腺がんをはじめ

とする泌尿器がん（前立腺腫瘍、腎腫瘍、腎盂尿管腫瘍、膀胱腫瘍、精巣腫瘍、

副腎腫瘍、陰茎腫瘍、後腹膜腫瘍）の新たな治療標的因子、予後予測・治療効果

予測因子を探索することを目的とする。 

これまでに前立腺がんにおける PSA や、精巣腫瘍における AFP・LDH・HCG-

β などが泌尿器がんの診断マーカーや治療効果判定因子として用いられてきた。

しかし、アンドロゲン依存性・アンドロゲン受容体依存性が失われた段階の去勢

抵抗性前立腺がんにおいては PSA が病勢を反映しないことや、再発精巣腫瘍の

フォローアップにおいても AFP・LDH・HCG-β 腫瘍マーカーが必ずしも有用で

ないことなど、未だ臨床的に十分な科学的知見が蓄積されているとはいえない。

また、他の泌尿器がんにおいては一定のコンセンサスを得て確立された臨床的

に有用な予後予測・治療効果予測因子はいまだ見出されていないのが現状であ

る。さらに近年、診断・治療法の発達によって泌尿器がん患者の生存率はのびき

ているが、その一方で難治症例における薬剤耐性や腫瘍再発・転移に対する新た

な治療戦略が求められており、革新的な治療標的因子、予後予測・治療効果予測

因子を探索し同定することが求められている。 

そして、TCGA（The Cancer Genome Atlas）をはじめとする公共データベース

を用いた解析や、横断的な文献検索、他のがん研究における知見にもとづいてが

んの悪性化や進展に関わる新たな治療標的因子の候補が抽出された際に、それ

らが実際のがん組織検体において発がんや予後と関連する臨床的意義のある因

子であるかどうかを検証する必要がある。本研究では、抽出された候補因子やそ

れに関連した因子について、実際の患者腫瘍組織から採取した病理標本におけ

る特定のタンパク質の発現性や局在を解析することにより、それらの治療標的

因子が泌尿器がんの発生、再発、進展、がん死、薬剤反応性に関わっているかど

うかを検証することで、臨床的意義を検証する。 

 

４．研究方法 

対象は、1985 年 6 月 14 日から 2024 年 2 月 28 日の間に、当センターで手

術、生検、病理解剖を行った泌尿器がん（前立腺腫瘍、腎腫瘍、腎盂尿管腫瘍、

膀胱腫瘍、精巣腫瘍、副腎腫瘍、陰茎腫瘍、後腹膜腫瘍）300 症例ならびに正常

対照として、良性疾患に対して泌尿器臓器（前立腺、腎、腎盂尿管、膀胱、精巣、

副腎、後腹膜）の手術を行った 100 症例。 

 



資料 1 

2016.11.7 様式改訂 

                  
3 

既存の患者腫瘍病理検体または正常対照とする既存の組織検体を用いて腫瘍

増殖関連遺伝子、転写因子、治療抵抗性因子などの特定のタンパク質に対する免

疫染色を行い、発現の有無や染色強度について解析する。 

また、付随する診療情報と患者の臨床的転帰を調べ、良好な生存結果や治療反    

応性が得られる病理所見、腫瘍増殖関連遺伝子やその転写因子、低酸素応答関連

遺伝子の染色強度等の患者の条件などの探索を行う。本研究に用いられる試料

は、診断と診療のために採取され使用された後のものであり、生検標本・手術標

本・解剖標本の残余、病理診断報告書を含む診療録等の診療情報から成る。 

 

５．研究期間および登録・観察期間 

研究期間：承認日～ 2024年 3月 31日 

（登録期間：承認日～ 2024年  2月  28日） 

（観察期間：1985年 6月 14日～ 2024年  3月  31日） 

 

６．調査対象の症例 

研究対象者の選定方針：1985年 6月 14日から 2024年 2月 28日の間に当セン

ターで手術、生検、病理解剖を受けた前立腺腫瘍、腎腫瘍、腎盂尿管腫瘍、膀胱

腫瘍、精巣腫瘍、副腎腫瘍、陰茎腫瘍、後腹膜腫瘍の患者 300例。および正常対

照として良性疾患にて泌尿器臓器（前立腺，腎，腎盂尿管，膀胱，精巣，副腎，

後腹膜）の手術を行なった 100例。 

  

目標症例数：計 400例（がん検体計 300例と正常対照 100例） 

 

７．研究の実施場所 

総括・臨床情報と病理検体の収集：埼玉医科大学総合医療センター 泌尿器科

医局 

 病理学的解析：埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 

病理学的解析と病理学的評価：東北大学大学院医学系研究科 

 

８．被験者の選択基準・除外基準 

 選択基準  

1986 年 6 月 14 日から 2024 年 2 月 28 日の間に、当センターで手術、生

検、病理解剖を行った泌尿器がん（前立腺腫瘍、腎腫瘍、腎盂尿管腫瘍、膀

胱腫瘍、精巣腫瘍、副腎腫瘍、陰茎腫瘍、後腹膜腫瘍）症例、ならびに正常

対照として泌尿器科良性疾患で手術、生検を行った症例を対象とする。 

 除外基準 
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本研究に対して同意の得られない患者は除外する。 

 

９．研究の科学的合理性の根拠 

泌尿器がんについて、治療効果や予後を正確に予測することはいまだ困難で

ある。しかし、近年解明されつつある各種がんの分子学的特徴や、がんの悪性化、

進展に関わる治療標的因子の候補を用いることでより正確な治療効果予測因子、

予後予測因子を新たに同定・確立できる可能性が高く今後の泌尿器がん研究に

寄与する科学的合理性が存在する。 

 

１０．被験者に理解を求め同意を得る方法 

 現在当院に通院中の患者については文書にもとづくインフォームド・コンセ

ントを取得する。死亡患者、現在通院していない患者にはオプトアウトとし、研

究計画書を総合医療センター倫理委員会ホームページに掲載し、被験者からの

問い合わせに適切に対処する。 

 

１１．研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況における研究

の取り扱い 

 本研究は、通常の診療の範囲内で得られた情報および手術によって採取した

病理組織を研究対象とするので、被験者に対する直接的な研究目的の侵襲性を

伴う行為は一切行わない。そのため、本研究に起因する健康被害が発生すること

はない。 

 

１２．個人情報の取扱い 

「ヘルシンキ宣言」「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従って人

権擁護の配慮に努める。対象者の患者腫瘍病理検体は、分析する前に診療録や試

料の整理簿から、住所、氏名、生年月日などを削り、代わりに新しく符号を割り

当てる。対象者とこの符号を結びつける対応表は、施設の規則に基づき、個人情

報管理者（総合医療センター 放射線腫瘍科・髙橋 健夫教授）が匿名化し、個

人情報保護法に則り、個人情報として、個人情報管理者の下、埼玉医科大学総合

医療センター 泌尿器科医局の施錠可能な保管庫内において厳重に保管する。

原則として研究期間終了後にすべての試料を破棄する。 

解析に使用する試料は泌尿器科医局または実験室内の施錠されたキャビネッ

ト内に保存する。試料を輸送する際は、厳重に梱包された堅牢な容器に内包され

た状態で、研究実施者・研究協力者または信頼性の高い運搬業者の仲介により埼玉

医科大学ゲノム医学研究センターまたは東北大学大学院医学系研究科に輸送さ
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れる。 

東北大学では、匿名化されたあとの符号のみが付された試料を用いて解析が

行われ、対応表および臨床情報は埼玉医科大学より受領されない。ゲノム医学研

究センターと東北大学の研究実施者には、総合医療センターで直接診療に携わ

る者はいないところから、被験者が特定される危険性は低い。データの取り扱い

については解析施設においても臨床施設と同様に十分にセキュリティを重視し

て取り扱う。 

診療録から得られたデータは施錠できる泌尿器科医局内にあるインターネッ

トと接続されていないコンピューターを用いて外部記憶媒体に記憶させ、その

記憶媒体は泌尿器科医局内のキャビネットで施錠し、少なくとも、研究の終了報

告がなされた日から 5 年を経過した日又は研究結果の最終の公表について報告

された日から 3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間、適切に保管する。

ただし、今後新たな臨床研究を施行する際に、試料・データを二次利用する可能

性がある。その場合は、新たな研究計画が立った時点で、改めて倫理審査を受審

する。 

 

１３．当該臨床研究に参加することにより期待される利益及び起こり得る危険

並びに必然的に伴う心身に対する不快な状態 

 本研究により被験者が直接受けることができる利益はない。診療において用

いられた試料の残余検体を使用するものであり、また、本研究においてゲノム情

報は解析されないため、本研究に参加することによる特別な利益や危険、心身に

対する不快な状態は無いと考えられる。データの解析は匿名化のものとで行わ

れているため、個人情報が漏洩する可能性はない。 

 

１４．試料の取扱いについて 

 本研究の病理解析に用いる試料は、パラフィンブロックから総合医療セン

ター病院内で切り出して未染色スライドを作成し、解析施設において免疫染色

を行う。解析に使用する試料は泌尿器科医局または実験室内の施錠されたキャ

ビネット内に保存する。試料を輸送する際は、厳重に梱包された堅牢な容器に内

包された状態で、研究実施者・研究協力者または信頼性の高い運搬業者の仲介に

より埼玉医科大学ゲノム医学研究センターまたは東北大学大学院医学系研究科

に輸送される。原則として研究期間終了後にすべての試料を破棄する。 

 

１５．病院長への報告内容及び方法 

 研究責任者は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若し

くは情報又は損なうおそれのある情報であって研究の継続に影響を与えると考
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えられるものを得た場合には、遅滞なく、病院長に対して文書にて報告し、必要

に応じて、研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更する。 

 研究責任者は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう事実若

しくは情報又は損なうおそれのある情報を得た場合には、速やかに病院長に文

書にて報告し、必要に応じて、研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書

を変更する。 

 研究責任者は、研究計画書に定めるところにより、研究の進捗状況及び研究の

実施に伴う有害事象の発生状況を病院長に文書にて報告する。 

 研究責任者は、研究を終了（中止の場合を含む。）したときは、病院長に必要

な事項について文書にて報告する。 

 

１６．利益相反について 

本研究に参加する各研究者は、各所属学会および各所属施設の利益相反マネ

ジメントポリシーに従うなど適切にこれを管理し、研究成果の発表を予定する

学会や医学雑誌の求めに応じて適切に開示することとする。 

当院と、解析施設である埼玉医科大学ゲノム医学研究センターの研究費とし

ては、泌尿器科一般研究費を使用する。当該臨床研究に係る資金のうち、製薬企

業より寄付金を受ける予定はない。製薬企業より１件 200 万円以上の奨学寄附

金を受ける場合には、病院長あてに利益相反の報告を行い、研究の透明性、信頼

性の確保を図りながら研究を実施する。企業より新規薬剤や化合物が提供され

る場合は、その薬効を解析施設において独自に結果判定し、研究の透明性、信頼

性の確保を図りながら研究を実施する。 

 

１７．研究に関する情報の公開の方法 

 本研究の成果は、研究対象者の氏名などの個人情報が明らかにならないよう

にした上で、学会発表や学術雑誌等で公に発表する。本研究を学会などに公表す

る場合は、公表場所、公表者および公表内容は、研究責任者の決定に従う。 

 

１８．研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

 研究対象者等及びその関係者からの医療相談に対しては、疾患の性質上、診療

を担当する医師、インフォームド・コンセント担当者および研究責任者が行う。 

 

１９．費用負担及び謝礼について 

 研究対象者等及びその関係者への費用負担は発生しないため、謝礼は想定し

ない。 
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２０．健康被害や有害事象への対応 

本研究に使用される臨床検体は生検材料・手術標本・病理解剖の診断に用いた

後の残余組織であり、検体採取の目的のための侵襲は伴わない。また、通常の診

療を超える医療行為は伴わないため、研究の目的のために生じうる健康被害や

有害事象は基本的に想定されない。 

 

２１．期待される成果、医学上の貢献の予測について 

 本研究において、泌尿器がんにおける新たな治療効果予測因子、予後予測因子

を同定することができれば、今後の泌尿器がんの研究や治療の発展に貢献する

ことが期待される。 

 

２２．知的財産権  

 本研究の成果は、埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科と埼玉医科大学ゲ

ノム医学研究センター遺伝子情報制御部門に帰属する。 

 

２３．研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が得る遺伝的特徴等

に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る研究

結果（偶発的発見も含む。）の取り扱い 

 本研究では該当しない。 

 

２４．研究に関する業務の一部を委託する場合には、業務内容及び委託先の監督

方法 

 本研究では該当しない。 

 

２５．研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を

受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研

究機関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において

想定される内容 

 取得された試料は、必要に応じて研究計画書の提出、倫理審査委員会の審査を

経て、同様な目的の研究に利用する可能性がある。本研究における病理学的解析

以外において、他の研究機関への提供は行わない。 

 

２６．侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行う研究において

モニタリング（研究責任者が行う）及び監査を実施する場合には、その実施体制

及び実施手順 

モニタリング：該当なし（侵襲、介入を伴わない研究のため） 
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監査：該当なし（侵襲、介入を伴わない研究のため） 

 

２７．教育・研修受講（e-learning も可）状況と研究期間中の受講予定について

（少なくとも年に一度の受講は必要） 

本研究に参加する本学の研究者は少なくとも年 1 回、指定の講座を受講する。 

 

２８．連絡先 

  〒350-8550 埼玉県川越市鴨田 1981 

  埼玉医科大学総合医療センター 

  泌尿器科 教授 川上 理 

  TEL：049-228-3673（直通） 

  （平日 9時～17時） 


