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2020 年 11 月 20 日 計画書案 Ver. 0.0 

2020 年 11 月 24 日 最終版 Ver.1.0 

 

研 究 計 画 書 

 

 

1 課題名： AL アミロイドーシスにおける凝固線溶異常に関する後方視的調査 

 

2 研究期間： 2021年 1月（倫理委員会承認日）～ 2021年 3月 31日 

 

3 研究実施体制 

 氏名 所属施設・部署 所属分野等 職名 研修の受講 

実施責
任者 荒幡 昌久 南砺市民病院 

診療部 内科 部長 ■受講済  □未受講 

研究分
担者 朝倉 英策 

金沢大学附属病
院高密度無菌治
療部 

血液内科 准教授 ■受講済  □未受講 

 

研究に関する業務の一部委託について 

☑ 委託しない 

□ 委託する（以下に記入） 

    委託する業務の内容及び委託先の監督方法（委託契約で定める予定の措置等）： 

 

4 研究等の概要 

4.1 研究の目的・意義・科学的合理性の根拠 

全身性アミロイドーシスは、異常な蛋白であるアミロイドが各種臓器に沈着し、その臓器の機

能障害を引き起こす一連の疾患群である。その１つの病型である AL アミロイドーシスは、異常

形質細胞より産生されるモノクローナル免疫グロブリン（M 蛋白）の軽鎖（L 鎖）が、アミロイ

ド蛋白として各種臓器に沈着する予後不良な疾患である[1]。AL アミロイドーシスでは、約 10～

30%の頻度で出血症状を合併することが報告されているが[2-4]、原因となる凝固線溶異常は症例

毎に多様であり、その病態は十分解明されておらず、凝固線溶系の検査値異常と出血症状との関

連についても明確ではない[3-7]。結果として、出血に対する有効な治療法の選択が難しく、臨床

現場では試行錯誤が続いている状況である[8-10]。しかしながら、その疾患や合併症の希少性から、

本邦のアミロイドーシスのガイドラインでは凝固線溶異常の記載はなく[1]、一般内科医のみなら

ず AL アミロイドーシスの治療を担当する血液内科医においても、その凝固線溶異常に関する知

識が浸透しているとは言い難い。そこで、本症における凝固線溶検査の実態を調査するとともに、

その検査値異常と出血症状や治療との関連についても把握することを目的として、本研究を計画

した。先行研究として、金沢大学附属病院において本研究と同様の観察研究を行い、AL アミロイ

ドーシスの出血例における凝固線溶異常の特徴として線溶系の異常活性化と凝固第 X 因子の欠乏

の傾向があること、およびこの特徴を有する異常出血例においてトラネキサム酸が有効であるこ

とを報告した[11]。しかし、この報告では症例数が十分ではなく、有意な結果が得られない項目

が多数あり、その機序を十分に説明することもできなかった。さらなる症例の蓄積が必要であり、

当院における本研究を通じて、今後の機序解明への橋渡しとなることを目指す。 
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4.2 対象材料 （複数選択可能） 

□過去に採取され保存されている人体から取得した試料 

□病理材料（対象臓器名：   ） □生検材料（対象臓器名：   ） 

□血液検体   □遊離細胞   □その他（     ） 

対象材料の採取期間：西暦  年  月～西暦  年  月 

   □内容を明示しない研究利用の同意を取得している（同意書の様式を添付） 

   □研究利用の同意を取得していない 

 

☑研究に用いる情報 

☑カルテ情報 □アンケート □その他（     ） 

 

対象材料の詳細情報・数量等： 

4.2.1. 研究対象者の選択基準： 2006 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日の間に、南砺市民病院で病

理組織学的に AL アミロイドーシスと診断された症例を研究対象とする。病型は原発性と骨髄腫

合併の両者を含め、診断時の年齢や性別を問わずに抽出可能な全例を対象とする（推定で数名～

10 名未満）。 

4.2.2. 除外基準：限局性アミロイドーシスを除外する。 

 

 

4.3 実施方法 

4.3.1. 対象者の抽出方法：南砺市民病院内科で保管している血液腫瘍患者リストから選択基準に

合致する症例を抽出する。 抽出された各症例について、後方視的に診療録を参照し、全身性 AL

アミロイドーシスと臨床診断された症例のみを登録する。 

4.3.2. 症例毎のデータの抽出：各登録症例について、診断の契機となった症候、アミロイドーシ

スに対する治療を開始する前の出血症状の有無、診断時に実施された凝固線溶検査、出血や凝固

線溶異常に対する治療内容等に関するデータを抽出する（表 1 に詳記）。データの欠損があった場

合でも、本研究では保存検体等を用いた追加検査を行わない。 

 

表 1. 症例毎に抽出する項目の一覧 

分類 項目 抽出方法、情報源 

診断 原発性または骨髄腫合併の別 

アミロイド蛋白の種別 

生検部位とアミロイド沈着の有無 

骨髄穿刺スメアレポート、診療録 

生検病理診断結果 

症状 診断の契機となった症候 

出血症状の有無、出血部位 

診療録、退院サマリー 

検査 血液検査：血算、M 蛋白の種類、遊離軽鎖

（FLC）、ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間（PT-INR）、活性

化部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ時間（APTT）、ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰ

ｹﾞﾝ、FDP、D ﾀﾞｲﾏｰ、ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝ、TAT、

PIC、α2-PI、ﾌﾟﾗｽﾐﾉｰｹﾞﾝ、第Ⅹ因子活性、

LDH、ALP、ｸﾚｱﾁﾆﾝ（Cr）、ｱﾙﾌﾞﾐﾝ（Alb）、

β2-ﾐｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ（β2-MG）、NT-proBNP、

血液検査結果 
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ﾄﾛﾎﾟﾆﾝ T 

尿検査：尿蛋白定量[g/day]、尿蛋白 Cr 比 

 

尿検査結果 

病期 骨髄腫の病型、進行病期（表 2、表 3） 

アミロイドーシスの進行病期（表 4） 

診療録、退院サマリー（記載のない場

合は、上記検査結果を表 2～4 に当て

はめて決定） 

他 出血に対する治療経過、アミロイドーシス

に対する治療経過 

追跡可能は範囲での生命予後 

処方および点滴オーダー履歴 

 

 

表 2. 骨髄腫の進行病期①（International Staging System：ISS）[12] 

病期 定義 

Ⅰ 血清β2-MG ＜3.5 mg/dL、かつ血清 Alb ≧3.5 g/dL 

Ⅱ ⅠでもⅢでもない 

Ⅲ 血清β2-MG ≧5.5 mg/dL 

 

表 3. 骨髄腫の進行病期②（Revised International Staging System：R-ISS）[13] 

病期 定義 

Ⅰ 血清β2-MG ＜3.5 mg/dL、かつ血清 Alb ≧3.5 g/dL、かつ高リスク染色体異常

（del(17p)または t(4;14)または t(14;16)）がない、かつ正常 LDH レベル 

Ⅱ ⅠでもⅢでもない 

Ⅲ 血清β2-MG ≧5.5 mg/dL、かつ高リスク染色体異常または高 LDH レベル 

 

表 4. AL アミロイドーシスの進行病期 [14] 

病期 定義 指標 

Ⅰ 右記のいずれもなし 
・ﾄﾛﾎﾟﾆﾝ T ≧0.025 μg/L 

・NT-proBNP ≧1800 ng/L 

・異常 FLC と正常 FLC の差 （dFLC）≧180 mg/L 

Ⅱ 右記の 1 つを満たす 

Ⅲ 右記の 2 つを満たす 

Ⅳ 右記の 3 つを満たす 

 

4.3.3. 統計学的解析方法：出血症状と各種データとの関連を調べるため、出血症状を有する症例

群（出血群）と出血症状を伴わない症例群（対照群）の２群に分け、各種データについて２群間

で比較検討する。連続変数（測定値）については、Kolmogorov-Smirnov 検定を用いて正規性を

検討し、正規性が確認できない（P 値 0.05 未満）の場合には Mann-Whitney の U 検定を用いて

２群間を比較する。Kolmogorov-Smirnov 検定で P 値が 0.05 以上を示す場合には、ｔ検定を用い

る（実際には、対象者が少数と見込まれ、正規性を保ちにくいことから t 検定はほとんど用いら

れないと推察される）。名義変数や順序変数の構成比の比較には Fisher の正確確率検定を用いる。

有意水準を 5％未満（P 値 0.05 未満）に設定する。 

 

4.3.4. 研究の中止 

本研究は、介入がなく情報の処理のみであるため、研究を中止する基準はなく、中止する見込

みもない。万が一、何らかの理由により研究を中止せざるを得ない事態が発生した場合には、速

やかに医学倫理審査委員会に届け出る。 
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5 実施に際しての倫理的配慮について 

5.1 個人情報の取り扱いについて 

5.1.1 試料・情報の匿名化について（以下の何れかを選択すること） 

□ 既に匿名化されている試料・情報 

□ 

（特定の個人を識別することができないもので対応表が作成されていない）を用いる 

 

☑ 匿名化する 

匿名化する時期：共有フォルダ内での全症例の全項目のデータ抽出作業終了後、統計解

析のためにエクセルファイルを共有フォルダ外へコピーする前に匿名化する。 

      

匿名化の方法： 

☑匿名化（特定の個人を識別することができないもので、対応表を作成しない） 

 □匿名化（特定の個人を識別することができないもので、対応表を作成し当院が保有） 

     対応表の保管方法： 

  □匿名化（特定の個人を識別することができないもので、当院が対応表を保有しない） 

   ※多施設共同研究で当院が試料・情報の提供を受ける場合 

 

□ 匿名化しない 

   匿名化しない理由： 

      

 □ その他（     ） 

 

5.1.2 個人情報保護の具体的な方法 

電子カルテを参照できる南砺市民病院内（以下、院内）のコンピュータ端末で、院内共有フォ

ルダ内（病院のセキュリティ管理下にある）に作成したエクセルファイル（以下、研究ファイル）

に対象のデータを収集する。全症例の全項目のデータ（表 1）を抽出後、患者の氏名や ID 番号を

削除し、表 1 に示したデータのみから成るデータベースを作成する（匿名化）。匿名化した研究フ

ァイルを統計解析に用いるため、院内共有フォルダより取り出して外部端末へコピーする。以上

の管理方法によって、個人情報は院内に保護されたままとなり、外部に持ち出されない。万が一、

研究ファイルの内容が病院外へ流出した場合においても、各データの数値の由来が特定できない

ことから、個人の情報は保護されることになる。学会等で研究結果を公表する際には個人が特定

できないように配慮し，匿名性を守る。研究終了後は、外部に取り出した研究ファイルは破棄す

る。 

 

5.1.3 個人情報管理者 

管理者氏名・職名：荒幡昌久（南砺市民病院 内科部長） 

 

5.2 対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

（負担及びリスクが考えられる場合それらを最小化する対策も記入すること） 

本研究では、対象者への直接介入はしないため、特に負担は生じない。 
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5.3 インフォームド・コンセントを受ける手続等 

※C、D の理由には、倫理指針から該当する理由（人体から取得された試料を用いない研究のため等。無記名調査

の場合はその旨）を記載すること。 

 

5.3.1 対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続（下記の該当項目を選択する） 

 

□ 新たに情報等を取得する 

対象者各人に（□1.書面のみ  □2. 口頭のみ  □3. 書面と口頭）で説明もしくは提示し 

    □A. 対象者の署名入りの同意書を保管する。 

    □B. 対象者の同意の署名が記された調査票を保管する。 

□C. 「倫理指針」において、次の理由より、本研究は同意を得ることを必ずしも必要

としないため代わりに情報を公開する（理由：      ） 

⇒5.3.2 当院における情報公開の具体的方法を記載 

    □D. その他（方法と理由：      ） 

 

☑ 施設で保有している既存試料・情報を用いる（ただし、他機関に提供する場合を除く。） 

□ 人体から取得された試料を用いる 

対象者各人に（□1.書面のみ  □2. 口頭のみ □3. 書面と口頭）で説明もしくは提示し 

□A. 対象者の署名入りの同意書を保管する。 

□B. 対象者の同意の署名が記された調査票を保管する。 

□C. 「倫理指針」において、次の理由より、本研究は同意を得ることを必ずしも必要

としないため代わりに情報を公開する（理由：      ） 

⇒5.3.2 当院における情報公開の具体的方法を記載 

□D. その他（方法と理由：      ） 

 

☑ 人体から取得された試料を用いない 

対象者各人に（□1.書面のみ  □2. 口頭のみ  □3. 書面と口頭）で説明もしくは提示し 

 □A. 対象者の署名入りの同意書を保管する。 

 □B. 対象者の同意の署名が記された調査票を保管する。 

☑C. 「倫理指針」において、次の理由より、本研究は同意を得ることを必ずしも必要

としないため代わりに情報を公開する（理由：人体から取得された試料を用いない

研究のため。対応により、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」第 12 章

４(2)ア(ｳ)および４①から⑥までの事項を満たす） 

⇒5.3.2 当院における情報公開の具体的方法を記載 

□D. その他（方法と理由：      ） 

 

□ 他機関に既存試料・情報を提供する 

  対象者各人に（□1.書面のみ  □2. 口頭のみ  □3. 書面と口頭）で説明もしくは提示し 

  □A. 対象者の署名入りの同意書を保管する。 

  □B. 対象者の同意の署名が記された調査票を保管する。 

□C. 「倫理指針」において、次の理由より、本研究は同意を得ることを必ずしも必要

としないため代わりに情報を公開する（理由：      ） 
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⇒5.3.2 当院における情報公開の具体的方法を記載 

  □D. その他（方法と理由：      ） 

・提供先の機関名称： 

・提供先の責任者名： 

※提供先が複数になる場合は欄を増やして追記して下さい。 

    ※海外の場合は，その旨がわかるように記載すること。 

 

□ 他機関から既存試料・情報の提供を受ける 

   各提供先において、対象者各人に（□1.書面のみ  □2. 口頭のみ  □3. 書面と口頭）で

説明もしくは提示し 

  □A. 対象者の署名入りの同意書を保管している。 

  □B. 対象者の同意の署名が記された調査票を保管している。 

□C. 「倫理指針」において、次の理由より、本研究は同意を得ることを必ずしも必要

としないため代わりに情報を公開している（理由：      ） 

  □D. その他（方法と理由：      ） 

・提供元の機関名称 

・提供元の責任者名： 

・提供元のインフォームド・コンセントの方法： 

※どのような方法でインフォームド・コンセントを受けるか，オプトアウト等による拒否

の機会を設けているかなどを記載すること 

・提供元の研究対象者への情報公開： 

・提供元の対応表の管理方法： 

※各施設の研究責任者が適切に管理を行い外部への提供は行わない等 

 

※提供元が複数になる場合は欄を増やして追記して下さい。 

※共同研究機関のみではなく試料・情報の提供のみを行う機関も記載すること。 

 

5.3.2 当院における情報公開の具体的方法（該当しない場合は記載不要） 

情報公開の方法： □南砺市民病院 Web サイトに掲載する。 ⇒掲示文書案を添付 

（複数選択可）  ☑研究分野の Web サイトに掲載する。 ⇒掲示文書案を添付 

         □上記以外の Web サイト（具体的な掲載場所：      ）に掲載する。  

⇒掲示文書案を添付 

         □外来に掲示する。          ⇒掲示文書案を添付 

         □その他（具体的方法：      ） 

5.4 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続き等 

5.4.1 対象者から書面又は口答による同意を取得するか（上記 5.3 で A 又は B に該当があるか） 

    ☑ 取得しない ⇒5.4.2 から 5.4.4 記載不要 

    □ 取得する 

 

5.4.2 対象者について（下記の該当項目を選択する。複数選択可。） 

☑A. 下記特例を対象にしない  ⇒5.4.3 及び 5.4.4 記載不要 

□B. 未成年者 

□C. 十分な判断力がないと客観的に判断される成年者 
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□D. 意識のない場合、または緊急かつ生命の危機が生じている成年者 

□E. 病名に対する配慮が必要な成年者 

□F. その他（死者を含む） 

 

5.4.3 代諾者等について 

（下記に①代諾者等の選定方針、②代諾者等への説明事項、③研究対象とする必要理由を記載すること。） 

 

5.4.4 具体的な手続き方法（下記の該当項目を選択する。複数選択可。） 

 □A. 対象者本人からインフォームド・コンセントを取得する。 

 □B. 対象者本人からインフォームド・アセントを取得する。 

 □C. 代諾者の署名入りの同意書を保管する。 

 □D.  代諾者の同意の署名が記された調査票を保管する。 

 □E.  その他（方法と理由：  ） 

 

 

5.5 対象者等の経済的負担又は謝礼の有無とその内容 

 （経済的負担） 

 ☑無し  

□有り（内容：    ） 

 （謝礼） 

   ☑無し 

   □有り（内容：    ） 

 

 

6 試料・情報の保管および廃棄の方法（研究に用いられる情報に係る資料を含む） 

6.1 試料・情報の研究期間中の取り扱い 

5.1.2.に記載の如く、匿名化された研究ファイルの情報は、院内の共有ファイルからコピーした

後は、１つのコンピュータ端末（5.1.2.に記載の「外部端末」のこと）のみで管理する。外部端末

の情報は、統計処理終了とともに削除し、最終的に研究ファイルは院内の共有ファイル内にのみ

残る。 

 

6.2 試料・情報の研究終了後の取り扱い （下記の該当項目を選択する） 

□人体から取得した試料 

□ 研究終了後に廃棄する 

□ 保管する（下記に記入） 

（保管する試料の①名称、②保管場所、③保管終了年月、④管理責任者、⑤保管の際の匿名化の方法 

 

☑ 研究に用いられる情報及び当該情報に係る資料（調査表、匿名化の対応表を含む） 

☑ 電子データ及び実験・観察ノートは研究終了若しくは中断または，論文等が発表されてか

ら遅い時期から 10 年間，その他の研究データ等は 5 年間保存した後，破棄する。 

□ 保管する（下記に記入） 
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7 研究機関長への報告（基本的に「その他」以外は全て選択する。） 

 ☑ 有害事象報告（随時） 

☑ 試験実施計画書からの重大な逸脱に関する報告（随時） 

 ☑ 実施状況報告（年１回） 

 ☑ 終了報告（研究終了時） 

 □ その他 （     ） 

 

 

8 研究の資金源等と利益相反 

8.1 当院において使用する研究費 

□ 運営費交付金 

□ 科学研究費（課題名：    ） 

□ 厚生労働科学研究費（課題名：     ） 

□ その他公的研究費（機関名及び事業名・プログラム名：     ） 

□ 寄附金（研究助成金） 

□ 共同研究費（相手方機関名：     ） 

□ 受託研究費（相手方機関名：     ） 

☑ その他（ 研究費は発生しないため資金不要 ） 

 

8.2 研究者の研究に係る利益相反（研究に係る利益相反及び個人の収益等） 

本研究に関連して、研究者に COI 関係にある企業や団体は存在しない。 

 

 

9 研究結果の公表方法（学会発表や論文掲載、公開データベースへの登録等） 

研究結果は、第 15 回日本血栓止血学会学術標準化委員会（SSC）シンポジウムで報告する（Web 

配信方式、口演）。本研究を原著として論文発表する予定はないが、総説論文（Review article）

の中で本研究の結果を引用する場合がある。 

 

 

10 モニタリングの実施 

 ☑ なし ※侵襲があり，介入がある場合は必須であるが，カルテ研究等では必須ではない。 

 □ あり 

   （具体的な時期，方法：                              ） 

   ※当院が主たる研究機関となる場合は，当院以外の研究機関のモニタリング時期，方法を記載すること。 
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12 連絡先（窓口分野（診療科）等の名称、住所、電話番号、担当者氏名を含む） 

住所：富山県南砺市井波 938 番地 南砺市民病院 

 診療科：内科 

担当者：荒幡 昌久（あらはた まさひさ） 

電話：0763-82-1475（代） 


