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臨床試験のご説明 

 

 

網膜色素変性に合併した黄斑浮腫に対する炭酸脱水酵素阻害剤ならびに 

ステロイド剤の治療効果の検討   

 

 この説明文書は、あなたに網膜色素変性に合併した黄斑浮腫に対する炭酸脱水酵素阻害

剤ならびにステロイド剤の治療効果の検討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、この臨床試験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、担当医からの説明を聞かれた後、十分に考えてからこ

の試験に参加するかどうかを決めて下さい。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下さ

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有効性や安全性の検討等を行

うことを一般に「臨床試験」と言います。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。その一つとして、眼科

では、現在あなたのような網膜色素変性の患者さんを対象として、黄斑浮腫に対する炭酸

脱水酵素阻害剤ならびにステロイド剤の治療効果の検討ついての「臨床試験」を行ってい

ます。 

 

２．あなたの病気について 

 あなたの病名は網膜色素変性です。原因は遺伝子異常（遺伝子のキズ）と言われており、

主な症状としては、暗い所でみえにくいという夜盲、見える範囲が狭くなるという視野狭

窄、最終的には視力が低下します。 

 

３．あなたの病気に対する治療法について 

 あなたの病気である網膜色素変性そのものの治療としては、現時点で効果が証明されて

いる方法はありません。従って、病気の本質を見極め、患者さんに効果の期待できる治療

法の開発が求められています。しかしながら、黄斑浮腫という合併症に対しては、これま

でに以下のような治療効果の認められた方法があります。 

１）炭酸脱水酵素阻害薬内服：1980 年代から 90 年代にかけて多くの報告がされており、

一定の治療効果が得られることが示されています。しかしながら、全身的な副作用の問題

があり、スタンダードな治療法とはなり得ていません。 

２）トリアムシノロンアセトニド硝子体内投与：ステロイドの消炎効果により炎症に起因

する黄斑浮腫を軽減させるとされています。硝子体内投与に伴う合併症（感染、出血、網

膜剥離など）が問題とされています。 

３）硝子体手術：硝子体中に存在する起炎物質の除去と硝子体牽引の解除により、黄斑浮

腫を軽減させるとされています。手術時の照明による網膜の光傷害などが問題とされてい

ます。 

 上記３つの治療法は、ある程度の治療効果が示されているものの、合併症のリスクが高

いため、スタンダードな治療とはなっていません。 
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４．この臨床試験の目的、背景、意義 

 網膜色素変性に生じる合併症のひとつに黄斑浮腫があり、発症率は 10％前後とされてい

ます。一般に、網膜色素変性患者の中心部の見え方は比較的末期まで保たれますが、黄斑

浮腫が生じると視力低下をきたします。これまでに、硝子体手術やトリアムシノロンアセ

トニド硝子体内投与などによる治療が報告されていますが、一定の見解は得られていませ

ん。 

 炭酸脱水酵素阻害剤の内服療法は、1980 年代から 90 年代にかけて多くの報告がされて

おり、一定の治療効果が得られることが示されていますが、全身的な副作用の問題があり、

スタンダードな治療法とはなり得ていません。一方、炭酸脱水酵素阻害剤内服にかわり点

眼薬の投与で、内服治療と同様な有効性が報告されており、我々も同様の治療効果を報告

しています。ただ、約半数の症例では長期の治療効果が望めないという結果であったこと

から、内服治療との併用や他のお薬（ステロイド剤）との併用の必要性が考えられていま

す。 

 今回は、副作用や合併症の可能性の低い治療法から実施しながら治療効果を判定し、最

終的には網膜色素変性に合併した黄斑浮腫に対する標準治療法の確立を目指します。 

 

５．この臨床試験で使用する薬剤について 

 この臨床試験では、次の薬剤を使用します。 

① ドルゾラミド塩酸塩点眼液（商品名：トルソプト®点眼液 1.0%） 

② 0.1%ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼薬（リンデロン点眼・点耳・点鼻

液 1.0%） 

③ アセタゾラミド錠 250mg（商品名：ダイアモックス錠 250mg） 

④ トリアムシノロンアセトニド 40mg（商品名：ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注） 

 この薬剤は、厚生労働省の認可を受けて販売されていますが、この臨床試験の対象とな

る疾患に対しての使用は認められておりません。 

 

６．参加予定の被験者数 

 本試験では、参加に同意いただけた合計 40人の患者さまを登録する予定となっています。  

 

７．この臨床試験の実施予定期間とスケジュール 

 臨床試験を行う期間は、この試験が許可されてから平成３３年２月２８日までです。 

 治療開始後の通院検査は、治療開始後 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月に外来受診して

いただき視力検査と眼圧検査、眼底写真撮影などを行います。必要に応じて視野検査など

を行います。治療効果が認められない場合は、新たな投薬を追加し、追加後 1 ヶ月、3 ヶ

月、6 ヶ月、12 ヶ月に外来受診していただきます。また、アセタゾラミド錠を使用する場

合は、定期的に採血を実施し、腎機能の確認をします。 
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８．この臨床試験の方法 

 本試験は、網膜色素変性と診断され、かつ黄斑浮腫を合併している患者さんが対象にな

ります。最高視力が 0.1以上保たれている方が対象になります。20歳未満の方、緑内障や

他の合併症のある方、使用する薬剤にアレルギーの既往のある方等はこの試験には参加で

きません。 

 以下の順番で治療効果が認められるまで投薬を実施します。 

① 1%ドルゾラミド塩酸塩点眼薬を 1日 3回毎日点眼 

② 0.1%ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼薬を 1日 3回毎日点眼 

③ アセタゾラミド錠 250mgを 1日 2回毎日内服 

④ トリアムシノロンアセトニド 40mgを 1回テノン嚢下注射 

試 験 の 具 体 的 な デ ザ イ ン （ 治 療 と 検 査 の 計 画 ） を 以 下 に 示 し ま す 。

 

被験者の募集 

 選択基準を満たし、 
除外基準に該当しない 

同意説明 

同意取得 

1%ドルゾラミド塩酸塩点

  

 

終了 

研究対象から除外 
No 

Yes 

No 

Yes 

研究対象から除外 

Yes 治療・検査を継続 

No 

ステロイド点眼液 

 Yes 治療・検査を継続 

No 

アセタゾラミド錠 内服 

 Yes 治療・検査を継続 

No 

ステロイドテノン嚢下注

 

 Yes 治療・検査を継続 

No 

治療効果を認める 

治療効果を認める 

治療効果を認める 

治療効果を認める 
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９．経済的負担等について 

 今回使用する薬剤、ならびに保険適用のない検査項目については、眼科の試験費を使用

しますので、あなたに特別な費用負担が生じることはありません。あなたに通常の治療費

以外に新たな負担を求めることはありません。また、あなたに謝礼をお渡しすることもあ

りません。 

 

１０．この臨床試験によって期待される利益と侵襲等の負担 

 これまでの報告から、投薬により、網膜色素変性に合併する黄斑浮腫が軽減される可能

性があります。一方、使用する薬剤による副作用で不利益が生じる可能性もあります。 

 しかし、現在のところ、利益/不利益のどちらが上回るかは不明であり、この点を明らか

にしていくのが本臨床試験の意義になります。したがって、臨床試験の方法をとらせてい

ただきますが、もしこれらの治療が無効、あるいは、有害であると判断されれば、試験を

中止します。 

 

１１．予測される有害事象等について 

 ドルゾラミド塩酸塩点眼薬の副作用は、眼刺激症状（3.2%）と角膜症状（0.8%）が主で、

全身への副作用はほとんど報告されていません。また、ステロイド剤点眼の副作用は、角

結膜感染症（頻度不明）と眼圧上昇（0.1%未満）で、全身への副作用はほとんど報告され

ていません。一方、アセタゾラミド錠内服では、手足のしびれ（0.1-5%未満）、尿管結石（頻

度不明）、消化器症状（0.1-5%未満）、腎機能低下（頻度不明）など、比較的重篤な合併症

が多いです。 

 さらに、トリアムシノロンアセトニドのテノン嚢下注射の副作用は、易感染性（頻度不

明）、眼圧上昇（頻度不明）で、注射に伴う合併症として結膜下出血や硝子体出血を生じる

ことがあります。 

 これらの薬剤は、厚生労働省の認可を受けて販売されていますが、この臨床試験の対象

となる疾患に対しての使用は認められておりません。しかしながら、緑内障やぶどう膜炎

の治療では一般的に使用する薬剤で、安全性は確認されています。 

 

１２．健康被害が発生した場合の対応と補償について 

 この臨床試験で使用する薬剤や投与手技によって健康被害が生じた場合の特別な補償の

制度はありませんが、当眼科で誠意をもって治療にあたります。なお、生じた健康被害が

重篤なものであると診断された場合、無過失医療補償保険による補償が適応される場合が

あります。 

 

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 

 あなたの病気に対する治療としては、現時点で効果が証明されている方法はありません。

従って、この臨床試験に参加しない場合、経過観察となります。 

 

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当たります。 

 

１５．この臨床試験を中止する場合について 

 あなたがこの臨床試験の中止を希望した場合、病気の悪化や副作用のために担当医が試
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験を中止した方がよいと判断した場合は試験を中止します。試験中止後も、その後の対応

について担当医が誠意をもって相談に応じます。 

 

１６．この臨床試験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ご意思に影響を与える可能性のある情

報が得られた場合にはすみやかにお伝えします。また、この試験に関する資料をご覧にな

りたい場合は、可能な範囲で閲覧いただけるように手続きをいたしますのでお申し出下さ

い。 

 

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。 

 

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 

 この臨床試験の結果は、学会発表や論文での報告、特許などに使用しますが、あなたご

自身のプライバシーに関する秘密は全て厳守します。氏名などの個人を特定する情報は、

報告に当たって一切使用しません。本試験で得られた試料・情報は、「九州大学 人体から

取得された試料及び情報等の保管に関する標準業務手順書」に従って、少なくとも試験終

了後１０年間厳重に保管の上、適正に廃棄いたします。また、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。 

 この研究によって取得した個人情報は、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。 

 

１９．この臨床試験の資金と利益相反について 

 九州大学では、より優れた医療を社会に提供するために積極的に臨床試験を推進してい

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。現代社会では医学試験の発展にとって、企業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。 

 一方で、産学連携を進めた場合、臨床試験が企業の利益のためになされるのではないか

とか、試験についての説明が公正に行われないのではないかといった疑問が生じることが

あります。このような状態を「利益相反」―患者さんの利益と試験者や企業の利益が相反

（衝突）している状態―と呼びます。患者さんの利益が最優先されるべきであることは当

然のことですが、臨床試験においてはその判断がきわめて難しくなっています。 

 そのような問題に対応して、臨床試験に参加する予定の人々には、その研究の資金源も

含めて、十分な説明がなされなければならないことが国際的なルールとして定められてい

ます。これに対応して、九州大学でも、「九州大学利益相反マネジメント指針」及び「医学

系部局における臨床試験に係る利益相反マネジメント指針」が定められています。 

 本研究に関する必要な経費は、参天製薬株式会社からの寄附金でまかなわれております

が、本研究で使用する薬剤に参天製薬株式会社の製品が含まれるため利益相反が生じる状

況ですが、「九州大学利益相反マネジメント指針」及び「医学系部局における臨床試験に係
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る利益相反マネジメント指針」により適切に管理されています。 

 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などが生じる可能性がありますが、その権利は九州大学に

属し、あなたには属しません。また、その特許権などを元にして経済的利益が生じる可能

性がありますが、これについてもあなたには権利はありません。 

 

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。 

・使用しなかったお薬は、担当医に返却してください。 

 

２２．この臨床試験の実施体制と連絡先（相談窓口） 

 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：九州大学病院眼科・講師・池田 康博 

試験分担者：九州大院病院眼科・助教・村上 祐介 

       九州大学大学院医学系学府眼科学分野・大学院生・中武 俊二 

       九州大学大学院医学系学府眼科学分野・大学院生・立花 崇 

 

連絡先（相談窓口）： 092-642-5660（眼科外来）（平日 8：30～17：00） 

  092-642-5654（眼科病棟）（夜間・休日） 


