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臨床試験のご説明 

 

網膜色素変性に合併した白内障患者における 

2 種アクリル製眼内レンズの後発白内障予防効果 

 

はじめに 

 

 この説明文書は、あなたにこの試験「網膜色素変性に合併した白内障患者における 

2 種アクリル製眼内レンズの後発白内障予防効果」の内容を正しく理解していただき、

あなたの自由な意思に基づいて、この研究に参加するかどうかを判断していただくため

のものです。この説明文書をお読みになり、担当医師からの説明を聞かれた後、十分に

考えてからこの研究に参加するかどうかを決めてください。たとえ参加されなくても、

今後の治療に不利益になることはありません。また、不明な点があれば、どんなことで

も気軽に質問してください。なお、ご参加いただける場合は、別紙の「同意文書」にご

署名のうえ、担当医師にお渡しください。 

 

 

１．臨床試験について 

九州大学病院では、最新の治療を患者さんに提供するために、病気の特性を試験し、

診断法、治療法の改善に努めています。このような診断や治療の改善の試みを一般に「臨

床試験」といいます。この臨床試験は、九州大学病院臨床試験倫理審査委員会で審議さ

れた上で、病院長の許可を受けて実施されます。 

 

 

２．あなたの病気について 

網膜色素変性は、眼の中で光を感じる組織である網膜に異常がみられる遺伝性の病気

です。夜盲（やもう）、視野狭窄、視力低下が特徴的な症状です。夜盲が最初に現れる

ことが多く、進行すると視野が狭くなって、物にぶつかりやすくなるなどの症状が現れ

ます。さらに病気が進行すると中心部も障害され、視力が低下します。 

白内障は、ピントの調節に関わる水晶体が濁ることで、視力が低下する病気です。白

内障は加齢に伴い進行しますが、網膜色素変性の患者さんでは白内障が早く起こりやす

いことが知られています。 

 

 

３．あなたの病気に対する治療法について 

 網膜色素変性に対しては、今のところ病状を改善させる有効な治療法はありません。

一方白内障に対しては、手術で水晶体の濁りを取り除き、眼内レンズを水晶体の袋（嚢）

の中に移植することで、治療を行うことができます。手術後の視力改善度は、白内障の

程度や網膜色素変性の進行度によって異なりますが、当院の成績では白内障手術を受け

た網膜色素変性患者さんのうち、約 50%の患者さんで視力が向上しました（文献）。 

 白内障術後の合併症として、眼内レンズ後面の水晶体嚢が混濁（後発白内障）したり、
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レンズを入れている水晶体嚢が収縮（前嚢収縮）したりすることがあります。一般的に

網膜色素変性の患者さんでは、後発白内障や前嚢収縮の頻度が高く、術後の視力低下の

原因となることがあります。これらの合併症に対しては、レーザー治療を行うことで、

視力を改善させることができます。 

 眼内レンズには多種類あり、素材や形状によって特徴が異なりますが、網膜色素変性

の患者さんにおいて白内障手術の効果を調べた試験はまだ少なく、また、後発白内障や

前嚢収縮といった術後合併症の発生について、挿入する眼内レンズの種類別に比べた報

告はまだありません。 

 

 

４．この試験の目的、背景、意義 

この試験の目的は白内障の標準的治療と考えられる手術治療において、種類の異なる

眼内レンズ＊を挿入したあとの、後発白内障と呼ばれる術後合併症の発生を調べ、比較

することです。この試験で得られる情報は、将来のより良い治療法の選択にとって役立

つものとなります。 

＊試験に用い、比較する眼内レンズは、以下の 2 種類です。 

ワンピース型眼内レンズ： レンズとレンズ位置を保持するための支持部が同じ素材

で作られています（第５項 眼内レンズ A）。近年の白内

障手術で数多く使用されるレンズです。 

スリーピース型眼内レンズ： レンズとレンズ位置を保持するための支持部が異なる

素材で作られています（第 5 項 眼内レンズ B）。ワンピ

ース型眼内レンズよりも古くから使用されており、現在

も白内障と硝子体の同時手術を行う際などで多く用いら

れています。 

 これら 2 種のレンズは、形状がわずかに異なっていますが、レンズとしての機能は同

じです。本研究では、当院で網膜色素変性の患者さんに主に使用しているスリーピース

型眼内レンズと比較して、ワンピース型眼内レンズを使用した際の術後合併症の違いに

ついて調べます。 

 

 

５．この臨床試験で使用する医療機器について 

この臨床試験では、次の医療機器を使用します。 

眼内レンズ A： 挿入器付後房レンズ（商品名 テクニス オプティブルー ｉＴｅｃ） 

        定価 110,000 円 

眼内レンズ B： 後房レンズ（商品名 ＨＯＹＡ エイエフ－１（ＵV）） 

        定価 105,000 円 

 

これらの医療機器の使用方法や不具合は本冊子の別の項目で説明します。 

これらの医療機器は、すべて厚生労働省が定めた保険適応内で使用します。 

 

 

６．参加予定の被験者 

 眼内レンズ A を使用する患者さん 20 名 20 眼 
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 眼内レンズ B を使用する患者さん 20 名 20 眼 

              合計 40 名 40 眼 

 

 

 

７．この臨床試験の実施予定期間とスケジュール 

 実施予定期間： 九州大学病院臨床試験倫理審査委員会の承認日から、2020 年 6 月

30 日まで。 

 参加予定期間： 試験に参加し、手術を行ってから 1 年後の検査まで。 

スケジュールと検査項目： 下表を参照 

 

スケジュール 
検査項目 

術前 手術日 
術後 

1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 

患者さんの同意 X      

角膜の厚さ X      

眼軸長（眼の長さ） X      

前房深度（眼の深さ） X      

角膜内皮細胞密度 
（角膜内側の細胞密度） 

X      

視力 X  X X X X 

手術記録  X     

後発白内障 
（レンズ裏面が混濁する合
併症） 

   X X X 

前嚢収縮 
（レンズを入れた袋が収縮
する合併症） 

   X X X 

視野 X    X X 

コントラスト視力 
（白黒がはっきりしない場
合の視力） 

X   X   

術後有害事象   X X X X 

通院 1 2 3 4 5 6 

X： 検査の実施 

 

 

８．この試験の方法 

  本試験は、網膜色素変性に合併した白内障の患者さんを対象に行います。40 歳未

満の方、過去に眼の手術を経験された方、またぶどう膜炎など網膜色素変性に似た眼底

の異常をもたらす病気を有する方、重篤な心不全やコントロール不良な糖尿病などによ

って全身状態が悪い方は、この試験に参加することはできません。本試験では、同意い

ただいた患者さんを、ランダム（無作為）に 2 つのグループに分けます。計画では、

それぞれのグループに 20 名ずつの患者さんが登録されます。どちらのグループに入っ
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ていただくかは、ランダムに割り振られるため、担当医も選択できません。つまり、あ

なたは同じ確率でどちらかのグループに入ることになります。どちらのグループに入っ

た場合でも、同じく手術による白内障の治療を行いますが、片方のグループでは眼内レ

ンズ A を、もう一方のグループでは眼内レンズ B を手術に用います。手術の際は、麻

酔をしてから通常の白内障手術の方法で水晶体の混濁を取り除き、水晶体嚢内に眼内レ

ンズを挿入します。手術の後、１か月、３か月、６か月、1 年で検査を行います。どち

らのグループの方も、同じ検査を行います。この試験が終了した後も、患者さんには最

も適切な治療を継続します。 

 

 

９．経済的負担等について 

 上記の治療法はいずれも現在の医療保険で白内障の患者さんに対して適応が認めら

れており、治療にかかる一切の費用は医療保険制度に添って請求と支払がなされます

（この臨床試験は通常の診療の範囲内で行なわれ、用いられる薬剤、医療機器、検査は

あなたの健康保険が適用されます）。 

 

 

１０．この試験によって期待される利益と侵襲等の負担 

 この試験では、通常と同じ白内障の治療を行います。このため、試験に参加すること

による特別な利益はありません。白内障手術の前後に行う検査や投薬などは通常の診療

と同様に行われるため、試験に参加することで特別なリスクや時間的負担が生じること

はありません。この試験によって得られる結果は、将来のより良い治療方法の選択のた

めにも、大切な情報になります。 

 

 

１１．予測される有害事象等について 

後房レンズ（眼内レンズ）挿入に伴い以下の不具合・有害事象が発生することがあり

ます。 

［不具合］ 

レンズ光学部損傷（破損、キズ等）、レンズ支持部損傷（破損、脱落、変形等）、レン

ズ表面への異物付着、レンズ表面反射、レンズ光学部の変色･偽着色、レンズ混濁、レ

ンズ脱臼、レンズ偏位、レンズ落下 

[有害事象］ 

角膜の浮腫、角膜の炎症、角膜内側の障害、急性の角膜代償不全、デスメ膜（角膜内

側の膜構造）剥離、結膜炎･結膜下出血、前房（眼の内側）出血、前房（眼の内側）蓄

膿、虹彩損傷、虹彩の炎症、虹彩の癒着、虹彩の脱出、瞳孔の異常、ぶどう膜炎、毛様

小帯（眼の中のレンズを支える糸状の構造）断裂、毛様体の炎膜、後嚢（眼の中のレン

ズが入った袋）破損、後発白内障（眼内レンズを挿入した後にレンズの後ろが濁る症状）、

硝子体（眼の奥にある透明な組織）炎、硝子体出血･混濁、硝子体脱出、硝子体嵌頓、

網膜（眼の奥の膜）組織の損傷・出血、脈絡膜（網膜の内側にある膜）剥離・出血、黄

斑（眼の奥で光を感知する部位）浮腫･変性、駆逐性出血（眼の奥の動脈からの急激な

出血）、眼内炎、フィブリン（線維状の組織）析出、続発緑内障、眼圧上昇、眼圧低下、

色視症（一時的に色の見え方が変わる事）、視機能低下、予想屈折値誤差（良く見える
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距離が希望した距離と異なること）、創口閉鎖不全 

※すべて使用する医療機器の添付文書に記載された内容 

 

発生頻度はいずれも低く、特別な場合を除き、５％を超えるものはほぼありません。

試験中および試験後においても、上記のいずれかが発生した場合は、適切な治療を行い

ます。 

 

 

１２．健康被害が発生した場合の対応と補償について 

上記の治療法はいずれも現在の医療保険で白内障の患者さんに対して適応が認めら

れており、治療にかかる一切の費用は医療保険制度に添って請求と支払がなされます。

これらの治療によって健康被害が生じた場合、別途準備された臨床試験のための保険か

ら補償すると共に、病院で誠意をもって治療にあたります。 

 

 

１３．この臨床試験に参加しない場合の治療法・検査法について 

 この臨床試験に参加されない場合においても、必要な治療が保険適用の範囲内で適切

に行われるため、期待される治療の効果に差はありません。 

 

 

１４．この臨床試験への参加とその撤回について 

  この臨床試験に参加されるかどうかはあなたご自身の自由意思によります。これを

拒否されてもそのことにより不利益を受けることはありません。また同意後も、治療の

開始の有無に関わらず、いつでも撤回できます。どちらの場合も、その時の病状により

専門医として責任をもって最善の治療にあたります。 

 

 

１５．この臨床試験を中止する場合について 

  試験責任者の判断により、試験を中止しなければならない何らかの事情が発生した

場合には、この試験を中止する場合があります。なお、試験中止後もこの試験に関する

お問い合わせ等には誠意をもって対応します。 

 

 

１６．この臨床試験研究に関する情報の入手及び閲覧について 

この試験に関して、参加の継続についてあなたの意思に影響を与える可能性がある情

報が得られた場合には、すみやかにお伝えします。 

 

 

１７．公開データベース登録について 

 本試験の概要（試験の名称、目的、方法、実施体制、試験対象者の選定方針等）は、

国立大学附属病院長会議の公開データベース「UMIN」に登録します。試験参加者個人

が特定される情報は公開されません。 
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１８．個人情報保護、試料・情報の保管及び廃棄の方法について 

本試験で得た情報は、コンピューターと記憶媒体 (ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ、USB ﾒﾓﾘｰなど)に

パスワードを設定して保存し、第三者が利用できないようにします。またこの情報

には、個人を容易に特定できる情報（氏名、住所など）を含めません。患者さんの

識別は番号によって行いますが、そのための対応表は眼科内の外部と接続できないパ

ソコンで管理し、パスワードも設定します。したがって、第三者が同分野の職員やデー

タベースへの不正アクセスを介さずに、直接被験者を識別できる情報を閲覧することは

できません。本試験で得られたデータを別の試験に２次利用する場合は、改めてその試

験計画を倫理審査委員会において審査し、承認を受けた上で利用します。この場合も、

あなたの実名を出すようなことは一切ありません。あなたの病状や名前などに関する情

報を含めプライバシーは厳重に守ります。なお、この臨床試験が正しく行われていて秘

密が守られることを前提として、モニタリングや監査、倫理審査委員会関係者などが、

必要な範囲内で、この試験に参加していただいている皆さまの 試料・情報を閲覧する

場合があります。 

個人情報に関する管理者は、九州大学 眼科・教授・園田 康平です。 

 

 

 

１９．この臨床試験の資金と利益相反について 

本試験はエイエムオー・ジャパンの資金提供により実施されます。試験に使用する後

房レンズ（眼内レンズ）は、エイエムオー・ジャパン株式会社および HOYA 株式会社

のものを使用します。また、九州大学は、代表取締役を名宛人として、両社から寄付を

受けています。これらの情報を提供した上で、臨床試験実施計画は利益相反マネジメン

ト委員会と倫理委員会で審議され、承認されました。また、利益相反状態が存在するこ

とによって、被験者に不利益が及ぶ恐れはないと判断されました。 

利益相反の詳細についてもっと詳しく知りたい場合は、利益相反マネジメント委員会

（連絡窓口：九州大学病院ＡＲＯ次世代先端センター、電話：642-5774）までお問

い合わせ下さい。 

 

 

２０．特許権等について 

この試験の結果として、特許権等が生じる可能性はありません。 

 

 

２１．お守りいただきたいこと 

 この試験に参加していただける場合には、以下のことをお守りください。 

・試験参加期間中は、担当医の指示に従ってください。 

・他の病院を受診したい場合もしくは受診の予定がある場合、市販のお薬を使用したい

場合は、必ず事前に担当医に相談してください。 

・使用しなかった眼科のお薬は、担当医に返却してください。 

・（患者日誌がある場合）毎日、日誌を記載していただき、受診の際には持ってきてい

ただくようお願いします。 



 8 

 

 

２２．この臨床試験の実施体制と連絡先 

 

この試験のことで何かわからないことや心配なことがありましたら、いつでも、ここ

に記載されている連絡先にお尋ねください。 

試験責任者： 眼科・教授・園田 康平 

試験分担者：眼科・講師・池田 康博、眼科・助教・村上 祐介 

連絡先（相談窓口）：092-642-5648 眼科医局（平日 8:30～17:15） 

092-642-5654（夜間・休日） 

 

付記 

この試験は、以下の施設で実施される共同試験です。九大病院の相談窓口は上記の通

りです。 

 

施設名 九州大学 

試験責任者 眼科・教授・園田康平 

 

施設名 飯塚病院 

試験責任者 眼科・部長・向野 利一郎 

電話：0948-29-8032 （外来直通） 

 

 

２３．その他特記事項 

特にありません。 

 


