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  黄斑浮腫に対する抗血管内皮増殖因子薬硝子体内投与の効果・予後因子の検討   

 
１．臨床研究について 
 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」と言います。その一つとして、当科では現在あなたのような黄斑浮腫に対して抗血管

内皮増殖因子薬硝子体内投与治療を行う患者さんに対して、効果や予後因子の検討を行う

「臨床研究」を行っています。この研究については、当院の臨床研究審査委員会またはそ

れに準じた委員会の審議に基づく病院長の許可を得ています。この研究が許可されている

期間は、2020 年 3 月 31 日までです。 
 
２．研究の目的や意義について  

黄斑浮腫は糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症(RVO)などの網膜血管の障害により起こり、わ

が国における 40-60 歳代の働き盛りの世代の視力障害の主な原因の 1 つとして社会的問題

となっています。近年日本人の生活様式の欧米化や高齢化社会の進展により、糖尿病網膜

症や網膜静脈閉塞症の患者数は増加してきており、それらに伴う黄斑浮腫は眼科医療の中

で重要な疾患の 1 つとなっています。 
近年糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫に対する新しい治療として、抗血管

内皮増殖因子(抗 VEGF)薬が認可され使用されています。日本においても、2013 年 8 月に

網膜静脈閉塞症、2014 年 2 月に糖尿病黄斑浮腫による黄斑浮腫に対するラニビズマブ(ルセ

ンティス®)、2013 年 11 月に網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫に対するアフリベルセプ

ト(アイリーア®)が認可されました。これら抗 VEGF 薬は、これまでの治療と比較して良好

な治療成績が見込まれています。 
黄斑浮腫に対する抗 VEGF 薬治療の日本における実臨床での治療成績や予後因子におけ

る報告はまだ少ない状況です。これら 2 剤が臨床現場で使用可能である現状の中で、それ

らを検討することは意義が高いと考えられ、この研究を行うこととしました。これにより、

より適正な抗 VEGF 薬の使用に貢献すると考えております。 
 
３．研究の対象者について  
九州大学病院眼科において 2013 年 8 月 1 日～2019 年 9 月 30 日までに糖尿病網膜症や網

膜静脈閉塞症などに伴う黄斑浮腫に対して抗 VEGF 治療を行った方のうち、300 名を対象

に致します。 
300 名のうち糖尿病黄斑浮腫 160 名(ラニビズマブ治療群 80 名、アフリベルセプト治療

群 80 名)、網膜静脈分枝閉塞症 120 名(ラニビズマブ治療群 60 名、アフリベルセプト治療

群 60 名)、網膜中心静脈閉塞症 20 名(ラニビズマブ 10 名、アフリベルセプト 10 名)を想定

しています。対象者となることを希望されない方は、下記連絡先までご連絡下さい。 
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４．研究の方法について  

診療録をもとに患者さんの年齢、性別、生活歴、病歴、病変タイプ、治療に使用した薬

剤、治療後の視力・中心窩網膜厚・M-CHARTS による歪視量の経過、治療後の眼底所見の

変化、蛍光眼底造影所見の変化の有無、治療回数を調査させていただきます。また、硝子

体注射を施行する際の合併症のひとつとして挙げられる眼圧上昇を防ぐための前処置とし

て、専用の前房水採取針を用いて採取した前房水(0.1-0.2ml：通常は医療廃棄物として処理

します)内の液性因子に関して調査させていただきます。 
この調査では、患者さんが病院で受けた検査や治療経過の情報と加療の過程で生じる検

体を調査対象としてデータとして集計します。従って、この研究にご協力いただくために、

特別な検査や治療を新たに行うことは一切ありません。 
 
５．個人情報の取扱いについて  
この臨床研究の結果は、あなたを含めあなたと同じ黄斑浮腫の患者さんの治療において、

貴重な情報として用いられます。あなたの病気、症状、体の状態及び検査について、研究

会や学会で報告することもあります。いずれの場合でも、あなたのプライバシーを守るた

め、これらの報告ではあなた個人に関する情報（特に名前）が外部に漏れないように慎重

に配慮いたします。あなたから開示の求めがあった場合は、保有する個人情報のうち、あ

なたに関するものについては開示します。 
パソコンや記憶媒体(USB メモリー)に保存する情報は暗号化し、パスワードを設定して

第 3 者がファイルを利用できないようにします。個人を容易に特定できる情報（氏名、住

所など）は保存しないようにします。患者さんと情報の識別は番号によって行い、対応表

を用いて連結可能匿名化を行います。対応表の管理は鍵をかけたロッカーに保管します。

個人情報管理責任者は九州大学医学研究院眼科学分野・教授・園田 康平とし、厳重な管理

を行います。 
 

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あなたの前房水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あなた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あなたの試料や情報は、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、あなたの同意がいただけるな
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らば、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おります。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．研究に関する情報や個人情報の開示について 

この研究に関して、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。 
この研究に同意をされた方がご希望された場合、他の検査参加者のプライバシーや研究

の独創性に問題の生じない範囲で、この臨床研究の計画や方法についての資料を入手また

は閲覧することは可能です 
 また、この研究では、学会等への発表や論文の投稿により、研究成果の公表を行う予定

です。 
 
８．研究の実施体制について  
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 
九州大学病院眼科 

研究責任者 九州大学大学院医学研究院眼科学分野 教授 園田 康平 
研究分担者 九州大学大学院医学研究院眼科学分野  

眼病態イメージング講座 准教授 久冨 智朗           
九州大学病院眼科 講師 中尾 新太郎 
九州大学病院眼科 講師 向野 利一郎 
九州大学大学院医学研究院眼科学分野 助教 村上 裕介 
九州大学病院眼科 助教 石川 桂二郎 
九州大学病院眼科 助教 納富 昭司 
九州大学病院眼科 助教 長谷川 英一 
九州大学病院眼科 助教 有馬 充 
九州大学病院眼科 研修登録医 中間 崇仁 
九州大学病院眼科 研修登録医 小林 義行 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 久保 夕樹 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 海津 嘉弘 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 和田 伊織 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 舩津 淳 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 藤井 裕也 
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 左野 裕介 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 下川 翔太郎 
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九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 森 賢一郎 
９．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 助教 石川 桂二郎 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 久保 夕樹 
九州大学大学院医学系学府眼科学分野 大学院生 森 賢一郎 
連絡先：〔TEL〕092-642-5648（内線 5648） 
    〔FAX〕092-642-5663 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：石川 keijishi@med.kyushu-u.ac.jp 
     久保 kubo-y@eye.med.kyushu-u.ac.jp 
          森   k-mori@eye.med.kyushu-u.ac.jp 

 


