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   新規眼感染症網羅的 PCR 検査ストリップ開発に関する多施設共同研究    

 
１．臨床研究について 
 九州大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究し、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

研究」といいます。その一つとして、九州大学病院眼科では、現在眼感染症(HSV1、HSV2、

VZV、EBV、CMV、HHV6、HHV7、HHV8、HTLV1、ADV、Coronavirus、C. albicans、C.krusei、

C.glabrata、Fusarium、Aspergillus、P.acnes、Mycobacterium tuberculosis、Treponema 

pallidum、Chlamydia trachomatis、Toxocara、Toxoplasma gondii、Acanthamoeba、細菌

16S rRNA 領域、真菌 28S rRNA 領域)の患者さんを対象として、病原体の量を把握し病勢の

判断・治療効果の判定へとつながる可能性に関する「臨床研究」を行っています。 
 
今回の研究の実施にあたっては、九州大学医系地区部局臨床研究倫理審査委員会の審査

を経て、研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は、令和

５年１０月３１日までです。 
 
 
２．研究の目的や意義について  
 多施設共同研究で、新規「眼感染症網羅的 PCR strip検査」の陽性的中率・陰性的中率な

どを算出し、従来の「眼感染症網羅的 PCR strip 検査」における陽性的中率・陰性的中率 

(Sugita et al, Ophthalmology. 2013) と比較します。更に DNA 陽性の病原体について、

東京医科歯科大学にて、従来から確立されている診断法である real-time PCR で定量する

ことで、新規「眼感染症網羅的 PCR strip 検査」の検出結果を確認するとともに、病原体

の量を把握し病勢の判断・治療効果の判定に役立てることです。 

 
３．研究の対象者について  

九州大学病院眼科において平成２７年１１月から令和５年１０月３１日までに、通院ま

たは入院中の眼感染症が疑われる方のうち、７００名を対象にします。 
 
研究の対象者となることを希望されない方又は研究対象者のご家族等の代理人の方は、

事務局までご連絡ください。 
 
 
４．研究の方法について  
 この研究を行う際は、カルテより以下の情報を取得します。また、保管されている角膜

擦過物、涙液、または眼内液（前房水あるいは硝子体液）を用いて、マルチプレックス(多

項目同時測定) 定性 PCR 法という方法でウイルス・細菌・真菌を測定します。測定結果と
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取得した情報の関係性を分析し、眼感染症のウイルス・真菌・細菌に対する影響を明らか

にします。 

 
 〔取得する情報〕 

 ① 年齢 

 ② 性別 

 ③ 身長 

 ④ 体重 

 ⑤ 病歴に関する情報（最高矯正視力、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、倒像検眼鏡検査、

眼底写真、蛍光眼底造影（フルオレセイン、インドシアニングリーン）、静的量的視

野検査、光干渉断層計検査（OCT）、血圧） 

 

      眼科外来処置室、南 11階眼科病棟、南 4階手術室にて角膜擦過物、涙液、または眼

内液（前房水あるいは硝子体液）200 μl の採取を行います。ぶどう膜炎による眼炎症

発作を繰り返す患者については経時的に採取を行います。角膜擦過物、涙液、眼内液

は採取後すぐに冷凍保存します。適宜、採取を行った眼科検体(角膜擦過物・涙液・前

房水・硝子体など)について「眼感染症網羅的 PCR strip検査」で診断を行い、DNA陽

性の病原体は real-time PCR検査で定量、病原性に関連するウイルス遺伝子配列の解

析を行います(検体採取は保険適応)。本検査は当院臨床研究棟、眼科学教室において）

および共同研究機関(東京医科歯科大学など)で行います。 

「眼感染症網羅的 PCR strip検査」の項目：（HSV1、HSV2、VZV、EBV、CMV、HHV6、HHV7、

HHV8、HTLV1、ADV、Coronavirus、C. albicans、C.krusei、C.glabrata、Fusarium、

Aspergillus、P.acnes、Mycobacterium tuberculosis、Treponema pallidum、Chlamydia 

trachomatis、Toxocara、Toxoplasma gondii、Acanthamoeba、細菌 16S rRNA領域、真

菌 28S rRNA領域、内因性コントロール GAPDH、TBP） 
 

また、下記研究において既に取得されている試料・情報を使わせて頂きます。 

許可番号：2020-744 

課題名：眼内組織中の催炎性分子発現解析による網膜硝子体疾患ならびに緑内障の

病態解明  

許可期間：令和 3年 3月 9日-令和４年 3月 31日 

本研究に使用する試料・情報の取得期間：平成 30年 2月 20日から本研究許可日まで 

 

 
５．個人情報の取扱いについて 〔 

研究対象者の試料等、測定結果、カルテの情報をこの研究に使用する際には、研究対象

者のお名前の代わりに研究用の番号を付けて取り扱います。研究対象者と研究用の番号を

結びつける対応表のファイルにはパスワードを設定し、九州大学大学院医学研究院眼科学
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分野内のインターネットに接続できないパソコンに保存します。このパソコンが設置され

ている部屋は、同分野の職員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはで

きません。 

また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、

研究対象者が特定できる情報を使用することはありません。 

この研究によって取得した情報は、九州大学大学院医学研究院眼科学分野・教授・園田

康平の責任の下、厳重な管理を行います。 

ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希望され

る方は、ご連絡ください。 

 
研究対象者の試料等、測定結果、カルテの情報を共同研究機関(東京医科歯科大学など)

へ郵送する際には、九州大学にて上記の処理をした後に行いますので、研究対象者を特定

できる情報が外部に送られることはありません。 

 
 
６．試料や情報の保管等について  
〔試料について〕 

この研究において得られた研究対象者の血液や病理組織等は原則としてこの研究のた

めに使用し、研究終了後は、九州大学大学院医学研究院眼科学分野において同分野教授・

園田康平の責任の下、５年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。 

 
〔情報について〕 

この研究において得られた研究対象者のカルテの情報等は原則としてこの研究のため

に使用し、研究終了後は、九州大学大学院医学研究院眼科学分野において同分野教授・園

田康平の責任の下、１０年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。 

  
また、この研究で得られた研究対象者の試料や情報は、将来計画・実施される別の医

学研究にとっても大変貴重なものとなる可能性があります。そこで、前述の期間を超え

て保管し、将来新たに計画・実施される医学研究にも使用させていただきたいと考えて

います。その研究を行う場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査

し、承認された後に行います。 

 
 
７．利益相反について  
九州大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進していま

す。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれること

もあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、

国や大学も健全な産学連携を推奨しています。 
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 一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反（利益

相反）しているのではないかという疑問が生じる事があります。そのような問題に対して

九州大学では「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医系地区部局における臨床研

究に係る利益相反マネジメント要項」を定めています。本研究はこれらの要項に基づいて

実施されます。 
 
本研究に関する必要な経費は部局運営費であり、研究遂行にあたって特別な利益相反状

態にはありません。 
 

 
利益相反についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の窓口へお問い合わせくだ

さい。 
 
利益相反マネジメント委員会 

（窓口：九州大学 ARO 次世代医療センター 電話：０９２－６４２－５０８２） 
 
 
８．研究に関する情報や個人情報の開示について〔研究計画書１６.研究に関する情報公開の方法〕 
この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支

障がない範囲で、この研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことが

できます。資料の閲覧を希望される方は、ご連絡ください。 

 

また、ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希

望される方は、ご連絡ください。 

 
９．研究の実施体制について 〔研究計画書２.実施体制〕 
この研究は以下の体制で実施します。 
 

研究実施場所

（分野名等） 
九州大学大学院医学研究院眼科学分野 

研究責任者 九州大学大学院医学研究院・眼科学教授 園田 康平 

研究分担者 

 

 

 

 

 

 

九州大学病院・眼科学助教・石川 桂二郎 

九州大学病院・眼科学助教・長谷川 英一 

九州大学大学院医学研究院・眼科学講師・武田 篤信 

九州大学病院・眼科学講師・向野 利一郎 

九州大学病院・眼科学講師・村上 祐介 

九州大学大学院医学研究院・眼科学准教授・八幡 信代 

九州大学病院眼科共同研究員・伊東崇子 
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研究代表者・研

究事務局 

 

参加施設 

 

 

 

 

共同研究者 

 

 

主たる研究施設 

 

 

 

 

主たる研究施設 

九州大学大学院医学系学府眼科学分野大学院生・山名智志 

九州大学大学院医学系学府眼科学分野大学院生・白根茉利子 

九州大学大学院医学系学府眼科学分野大学院生・林田陽 

 

 

中野 聡子      大分大学眼科    病院特任助教 

 

北海道大学病院、北海道医療大学病院、東北大学病院、東京大学医学

部附属病院、群馬大学医学部附属病院、東京医科歯科大学医学部附属

病院、京都府立医科大学附属病院、神戸市立医療センター中央病院、

山口大学医学部附属病院、高知大学医学部附属病院、大分大学医学部

附属病院、宮田眼科病院 

 

研究責任者 中野 聡子 大分大学眼科 病院特任助教 

個人情報管理者 中野 聡子 大分大学眼科 病院特任助教 

 

東京医科歯科大学 再生医療研究センター 清水則夫,外丸靖浩,眼科 

高瀬博 

理化学研究所(神戸アイセンター病院眼科) 杉田直  

大分大学 眼科       中野聡子, 中室隆子, 久保田敏昭 

 

 

北海道大学     南場 研一 岩田 大樹 

北海道医療大学 北市 伸義 堀江 幸弘      

東北大学  丸山 和一 針谷 威寛      

群馬大学  細貝 真弓 戸所 大輔 中谷 陽子    

筑波大学  大鹿哲郎  岡本史樹  長谷川優実   

東京大学  蕪城 俊克 田中 理恵      

東京医科大学  後藤 浩 毛塚 剛司 臼井 嘉彦 山川 直之 

東邦大学・大森病院  堀 裕一 鈴木 崇 齋藤 智彦 

いしづち眼科  鈴木 崇    

福井大学  友松 威 青木 朋恵      

京都府立医科大学 永田 健児        

神戸アイセンター病院 寳野 阿佑美 

鳥取大学     井上 幸次  

宮崎大      小山あゆみ 

山口大学    柳井 亮二 内 翔平      

高知大学    福田 憲 石田 わか      

九州大学   園田 康平 武田 篤信 長谷川 英一 八幡 信代
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       明神 沙弥香 

宮田眼科病院    望月 學 岩崎 琢也 子島 良平    

島津製作所     四方正光 二宮健二 

Capital Medical University  Beijing, China Yong Tao  

Kresge Eye Institute  Detroit, Michigan, U.S.A Xihui Lin  

University of Sao Paulo  Sao Paulo, Brazil Joyce H. Yamamoto 

Universite Paris Descartes Paris, France BODAGHI Bahram, 

Flore Rozenberg 

 

 
   

 
 
１０．相談窓口について  
この研究に関してご質問や相談等ある場合は、事務局までご連絡ください。 
 

事務局 
（相談窓口） 

担当者：九州大学病院眼科 眼科学助教・長谷川 英一 
連絡先：〔TEL〕092-642-5648 
    〔FAX〕092-642-5663 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kyubudou@eye.med.kyushu-u.ac.jp 
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