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1. はじめに 

患者さんや健康な方を対象として、病気の原因の解明、病気の予防・診断・治療方法の改善や治

療効果を確認することを臨床研究といいます。臨床研究は、国民の健康の保持増進や、患者さんの

病気の回復や生活の質の向上に役立つ情報を得ることを目的として行われます。臨床研究は患者さ

んの方々のご理解とご協力によって成り立っています。 

この説明文書は、あなたに臨床研究への参加について説明し、参加するかどうかを考えていただ

くための資料となります。この説明文書をよく読み、担当医師の説明をお聞きになり、臨床研究の

内容を十分にご理解いただいた上で、この研究に参加されるかをあなたの自由な意思で決めてくだ

さい。わからないことがあれば、どんなことでも遠慮なさらずに質問してください。ご協力いただ

ける場合は、同意書へご署名をお願いいたします。 

なお、この研究は大阪大学倫理審査委員会で倫理的観点および科学的観点からその妥当性につい

ての審査を受け、病院長が許可した上で実施しています。 

 

2. あなたの病気（大腸ポリープ（Sessile serrated polyp (SSP)ないしは過形成性ポリープ））に

ついて 

あなたの病気は大腸ポリープ（Sessile serrated polyp (SSP)ないしは過形成性ポリープ）でし

た。SSPは，大腸癌の前癌病変として注目を集めており，癌を含む病変も含まれていることが報告

されています。SSPを含めた大腸ポリープに対する治療としては内視鏡的に切除されることが多い

ですが，SSPでは従来の腺腫病変に比して不完全な切除が多いことが報告されています。10mm以

上のSSPを内視鏡で切除した場合にSSPの一部が残り再発する（遺残再発）の割合が6.5%と海外

から報告されています。しかし海外より精密な内視鏡検査や内視鏡切除を行っている本邦における

遺残再発割合は、これまで報告されていません。SSPが遺残再発した場合には、早めに内視鏡的に

切除する必要があります。治療が遅れるとSSPはがん化したり、内視鏡的な切除が困難となり外科

的切除が必要となったりします。一方で過形成性ポリープはがん化する可能性はほぼありませんし、

遺残再発しても過形成性ポリープである限り治療は必要ありません。このように病気の性質や治療

法がことなるSSPと過形成性ポリープですが、顕微鏡による病気の診断（病理診断）での区別が困

難なことも報告されています。そこで本研究に参加いただいた場合は、切除した検体を大阪国際が

んセンターの病理医によって再度中央病理判定します。さらに、1年後の内視鏡検査において遺残割

合を検討します。 

 

3. 目的と意義 

10mm 以上の大腸ポリープを切除され、SSP ないしは過形成性ポリープと病理診断された方に 1

年後の内視鏡検査を行うことで、遺残再発の割合を調べます。本研究によって、本邦における SSP

ないしは過形成性ポリープの内視鏡治療後遺残再発割合が明らかになり、内視鏡治療の妥当性や治

療後に内視鏡検査で遺残再発をチェックする（サーベイランス）の意義を示すことができると考え

ます。 
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4. 研究の方法 

1）研究に参加していただく方について 

この研究は、以下の条件を満たす方を対象としています。なお、担当医師の判断によっては参加

できないこともあります。 

主な参加条件 

 ・10mm 以上の大腸ポリープに対して内視鏡治療を施行され、SSP ないしは過形成性

ポリープと病理診断されている。 

主な参加していただけない条件 

 ・炎症性腸疾患、家族性大腸腺腫症、リンチ症候群、大腸ポリポーシス症候群の方 

 ・そのほか、担当医が不適と判断した方 

 

2）研究の方法 

内視鏡検査を行い、10mm以上の大腸ポリープを切除され、SSPないしは過形成性ポリープと病

理診断された方に研究の説明を行い、同意の得られた方を対象とします。 

その後、切除標本病理プレパラートまたはブロック標本を大阪国際がんセンター消化管内科（責

任者；主任部長 石原立）に送付し、中央病理判定を行います。 

1年後（主治医の判断によってその時期は適宜変更される可能性があります）に内視鏡検査を行い、

遺残再発を調べます。通常の内視鏡観察だけでは遺残再発を見逃すことがあることが報告されてお

り、可能な限り生検による組織学的診断を行います。 

年齢、性別、既往歴、大腸ポリープの治療に関する情報、1年後の内視鏡検査に関する情報は大阪

国際がんセンター消化管内科に送付し、大阪国際がんセンター消化管内科および大阪大学消化器内

科において解析を行います。本研究は、大阪大学関連施設によって構成されるOGF（Osaka Gut 

Forum）参加施設によって行われる多施設共同前向き研究です。参加施設の詳細は項目18に記載

しています。 

 

３）研究終了後における医療の提供について 

 この研究が終了した後は、外来等で経過観察を行います。 

 

４）結果の提供について 

検査結果や病理診断の結果は通常の診療と同様に説明します。また希望者には、、研究終了後に研

究全体の結果も説明します。 

 

5. 実施予定期間と目標症例数 

この研究は、２０２３年１２月末まで行われます。また、１２４人の患者さんに参加していただ

く予定です。 

 

6. 予想される利益と不利益 

１）予想される利益 
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1 年後の内視鏡検査において生検による組織学的評価を追加することで遺残再発を発見すること

ができる可能性があります。また、本研究の成果は医学の発展に寄与するもので、将来あなたと同

じような病気に罹患した患者さんの診断、治療などがより効果的に行われるようになることが期待

されます。 

 

２）予想される不利益 

1 年後の大腸内視鏡検査の際に生検による遺残再発を確認することで、生検後出血をきたす可能

性があります。大腸内視鏡における生検後出血のリスクは抗血栓薬服用のない場合 0.14%，抗血栓

薬服用の場合は 0.84%と報告されており，ガイドラインに準じて慎重に対応いたします。 

 

7. 守っていただきたいこと 

この研究に参加している間は、次のことを守ってください。あなたの安全を守り、病気の状態を

確認するために必要なことです。また、研究に参加してからいつもと違う症状がみられたときは、

すぐに担当医師に連絡してください。 

 ・決められた来院日を守り、検査や診察を受けてください。 

 ・他の診療科や他の病院に新たに受診する場合は、担当医師に連絡してください。 

 ・他の病院から処方されている薬や、家庭で使っている薬があれば、担当医師にお知らせくださ

い。薬によっては、研究参加中の使用の中止をお願いすることがあります。 

 

8. 参加について 

この研究への参加は、あなたの自由な意思で決めてください。たとえお断りになっても今後の治

療において不利益を受けることはありません。またこの研究への参加に同意した後にいつでも同意

を撤回することができ、不利益はありません。同意の撤回を希望される場合は、遠慮なく担当医師

にお伝えください。 

また、研究に参加中に、研究の継続について、新たに安全性や有効性に関する情報などのあなた

の意思に影響を与える可能性がある情報が得られた際は、すみやかにお知らせします。そして、研

究に継続して参加いただけるかどうか、改めて確認させていただきます。新たに得られた情報によ

って参加継続を取り止めたい場合はお知らせください。あなたはいつでも研究参加を取り止めるこ

とができます。なお、あなたが研究を途中でやめた場合、あなたの安全を守り、病気の状態を確認

するために、検査や診察を受けていただくことがあります。 

 

9. 研究を中止する場合について 

あなたが途中でこの研究への参加をやめたいと思われたときには、いつでもやめることができま

す。担当医師におっしゃってください。 

 また、次のような場合には、この研究を中止します。その場合は、あなたが研究を継続したいと

いう意思があっても、研究を中止することがあります。 

 ・あなたが研究の参加の条件に合わないことがわかった場合 

 ・研究全体が中止になった場合 
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 ・その他、担当医師が研究を中止したほうがよいと判断した場合 

 

10. 研究に関する情報公開の方法 

この研究の結果は、学会や医学雑誌等で発表される予定です。また、この研究の目的や方法などの

概要は、研究の実施に先立って UMIN 臨床試験登録システム（UMIN-CTR）へ、登録し、公開され

ます。研究の進捗状況、結果等についてもご覧いただけます。 

 

11. 研究の開示 

あなたが希望される場合は、他の方の個人情報やこの研究の独創性の確保に支障がない範囲で研

究計画書やその他の資料をご覧になることができます。お気軽に担当医師までご連絡ください。 

 

12. 個人情報等の取扱い 

研究実施の際は、お名前などのあなたを特定できる情報の代わりに、研究用の符号をつけること

で個人を特定できないようにします。この研究では匿名化されたデータの管理保管は、データセン

ターで一括管理します。 

各施設で匿名化された情報は暗号化し、インターネット上で収集します。収集された情報はデー

タセンターのサーバーで厳重に保管・管理されます。研究結果が発表された後は、10 年間保管され

た後、すみやかに紙媒体は焼却し、パソコンのデータは消去します。ただし、すでに研究結果が公

表されている場合には、同意の撤回ができませんのでご了承ください。 

また、この研究で得られた結果は、貴重な資料として学会や医学雑誌等に公表されることがあり

ます。これらの場合もプライバシーは守られます。 

 

13. 試料・情報の保管および廃棄の方法 

 この研究で得られたあなたの検体（病理検体）や情報は、この研究の目的以外に使用することは

ありません。各施設において、論文等の発表から１０年保管し、適切に廃棄します。 

 

14. 研究の資金源および研究に係る利益相反 

研究を行うときに、研究費・資金などの提供を受けた特定の企業に有利なようにデータを解釈す

ることや、都合の悪いデータを無視してしまう恐れがあります。これを「利益相反」といいます。

当院では利益相反の管理を、利益相反委員会が行っており、我々は研究実施に際し、利益相反委員

会に利益相反状態の申告を行うことになっています。 

この研究に関して特に資金源はありません。担当医師が個人的に利益を受けることはなく、この

研究の実施や報告にあたり、個人や組織の利益のために公正な判断を曲げるようなことは一切あり

ません。 

 

15. 費用について 

 この研究で行う全ての検査、治療の費用は健康保険による患者さんの自己負担となります。この

研究に参加することにより通常の診療費と比べて、負担が増えることはありません。 
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16. 健康被害が生じた場合の補償について 

 本研究は細心の注意をもって行われます。もし、この研究期間中に健康被害が生じた場合、補償

はありませんが、医師が最善を尽くして適切な処置と治療を行います。費用は通常の診療と同様に

健康保険による患者さんの自己負担となります。 

 

17. 知的財産権 

この研究の結果より、知的財産権が生じることがありますが、その権利は研究を行う機関や研究

者に属します。 

 

18. 研究実施体制 

実施医療機関及び研究責任者（○は施設責任者） 

   大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学  

○教授 竹原徹郎 

    助教 林義人 

    医員 井上貴功 

  大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学  

○教授 森井英一 

    助教 本間圭一郎 

大阪国際がんセンター 消化管内科 

   ○主任部長 石原立 

    診療主任 七條智聖 

大阪国際がんセンター 病理・細胞診断科  

主任部長 中塚伸一 

医長 北村昌紀 

市立豊中病院 消化器内科 

   ○部長 西田勉 

    医員 中松大 

  関西労災病院 消化器内科 

   ○部長 萩原秀紀 

    副部長 山口真二郎 

  市立池田病院 消化器内科 

   ○主任部長 中原征則 

  市立吹田市民病院 消化器内科 

   ○部長 長生幸司 

    医長 長井健悟 

医員 檀直樹 

  大阪医療センター 消化器内科 
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   ○医員 赤坂智史 

  大阪労災病院 消化器内科 

   ○部長 山田拓哉 

  八尾市立病院 消化器内科 

   ○部長 榊原充 

    医長 木津崇 

  西宮市立中央病院 消化器内科 

   ○部長 小川弘之 

    医長 林典子 

  大手前病院 消化器内科 

   ○部長 木下和郎 

  箕面市立病院 消化器内科 

   ○部長 西原彰浩 

  東大阪医療センター 消化器内科 

   ○部長 小林一三 

  NTT 西日本大阪病院 消化器内科 

   ○副院長 金子晃 

医長 澁川成弘 

医員 若原佑平 

医員 大内祥平 

医員 若松周司 

  市立貝塚病院 消化器内科 

   ○部長 山田幸則 

    医長 青井健司 

  大阪警察病院 

   ○部長 柄川悟志 

    副医長 堀江真以 

副医長 嶋吉彰紀 

  済生会千里病院 消化器内科 

   ○部長 堀本雅祥 

    医員 真田徹 

市立伊丹病院 消化器内科 

   ○副院長 筒井秀作 

    科部長 荻山秀治 

  大阪急性期・総合医療センター 消化器内科 

   〇部長 藥師神崇行 

       石井修二 

       井上拓也 
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19. お問い合わせ先・相談窓口 

この研究について、わからないこと、相談したいことがありましたら、相談窓口担当者におたず

ねいただくか、以下までご連絡ください。 

 

研究責任者 

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 教授 竹原徹郎 

〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘 2-2 

TEL: 06-6879-3621, FAX: 06-6879-3629 

 

相談窓口 

大阪国際がんセンター 消化管内科 診療主任 七條智聖 

〒541-8567 

大阪府大阪市中央区大手前 3-1-69 

TEL: 06-6945-1181, FAX: 06-6945-1902 

 


