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第 3 版：2017 年 4 月 25 日
※研究計画書の版数、作成日を記載すること。変更申請に当たっては必ず版数・作成日を更新すること。
研究課題名

インターネットを活用した健常者登録、および多施設共同研究からの健常者および
前臨床期被験者登録システムの構築に関する研究

研究代表者（所属）

水澤英洋（国立精神・神経医療研究センター）

【提出に際してのチェックリスト】
（提出前に必ずすべての項目を確認してください。）
以下の項目について、本研究計画に関する状況に当てはまる選択肢の前にある□を■に置き換えてください。
1

迅速審査への該当性
1.1 適用を受ける指針
■人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
□その他（
）
1.2

他施設での審査実施の有無
多施設共同研究であって、既に当該研究の全体について主幹となる機関で倫理審査委員会の審査を受
け、その実施について承認されている
■該当しない
□実施について承認を得ている
→承認を得ている場合は、承認書の写しと提出した計画書等一式を添付すること

1.3

侵襲※の有無と程度
本研究計画の実施において、研究対象者に対して
■侵襲を伴わない
□軽微な侵襲を伴う

□侵襲を伴う

※「侵襲」とは、研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研
究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害
及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。詳細に関しては「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」ガ
イダンス P6 を参照。

1.4

介入※の有無
本研究計画の実施において、研究対象者に対して
■介入を行わない
□介入を行う
※「介入」とは、研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保持増進につながる行動及
び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。）の有無又は程度を制御する行為（通常の診
療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。）をいう。詳細に関しては「人を対象とする医学系研
究に関する倫理指針」ガイダンス P9 を参照。

1.5

他機関からの倫理審査依頼の有無
□審査依頼がある
■審査依頼はない
※主たる研究機関が当センターであり、審査を依頼する機関に倫理委員会がない場合のみ審査依頼可能。倫理審査依
頼書および申請書を添付すること。

2

利益相反マネジメント状況
本研究計画書に記載する共同研究者のうち当センターに所属する全ての者（新たに追加された共同研究者
も含む）に関して、本研究についてセンター利益相反マネジメント委員会に
■申告済み
□申告の必要はない
1
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※倫理委員会への申請前（又は同時に）COI 申告を行ってください。倫理委員会での承認は COI 申告結果通知後となりま
す。詳細は COI 委員会事務局（内線 2224、mail：coi-jimu@ncnp.go.jp）まで問い合わせ願います。

3

病院臨床研究推進委会への申請について
□審査結果通知書入手済み
□審査中
■審査は不要
→既に病院臨床研究推進委員会の審査結果通知書を受けている場合は、通知書の写しと（指摘がある場合
は）その対応を添付すること
※NCNP 病院施設を利用して行われる侵襲を伴う研究（軽微な侵襲は除く）はあらかじめ病院臨床研究推進委員会の審査を受
ける必要があります。詳細は病院臨床研究推進委員会事務局（内線 7292、mail：CRsuishin@ncnp.go.jp）まで問い合わせ願
います。

4

契約締結の要否の確認状況
本研究の実施に際して、ビジネス・ディベロップメント室（BD 室）又は契約係に相談した結果
■契約書を締結する
□契約書の締結は不要である
□契約締結は不要のため相談していない
※共同研究もしくは受委託研究の場合や、試料・情報等を他機関に提供（無償、有償に関わらず）する場合は、契約が必要
となる可能性があります。共同研究の場合は BD 室に、委託契約の場合は契約係に相談してください。他機関が民間企業で
ある場合は必ず BD 室に相談してください。（BD 室 mail: tmcbd@ncnp.go.jp）

5

研究実施におけるモニタリングの実施に関するデータ・マネジメント室（DM 室）の関与
本研究の実施に際して、
モニタリングを
□実施する予定である
■実施する予定はない
DM 室には
□報告した
□報告予定である
■報告は不要と考えている
※NCNP 内で実施する全ての研究のうちモニタリングを実施する予定の研究については、DM 室にモニタリングの実施予定
について必ず報告し、適宜の相談を受けてください。

///////////////（以下、変更申請の場合のみ記載）///////////////
6

研究計画の変更内容
6.1

変更点（変更内容及び変更理由）
変更項目
□

主任研究者の変更

□

主任研究者の所属変更

□

共同研究者の削除・追加

□

共同研究機関の削除・追加

□

依頼審査機関の追加

□

研究期間の延長

□

予定症例数の変更

□

資金源の変更

□

新たな利益相反状態の発生

□

文書の記載整備

□

適用を受ける倫理指針の変更

□

リクルート方法の変更

□

組み入れ除外基準の変更

□

介入方法の変更

□

検査項目の変更

□

解析方法の変更

□

データ管理方法の変更

変更内容

2

変更理由
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6.2

□

謝礼設定の変更

□

その他

変更した書式
□申請書（倫理システム入力項目）
□フローチャート

□研究計画書

□その他（

）

※書式の修正を行った箇所はアンダーラインを引いてください。

3

□研説明文書

□同意書

□同意撤回書
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1．研究の名称
インターネットを活用した健常者登録、および多施設共同研究からの健常者および前臨床期被験者登録
システムの構築に関する研究

2．研究の実施体制
【国立精神・神経医療研究センターにおける共同研究者の実施体制】
氏名

所属・役職

水澤英洋

国立精神・神経医療研

研究における

倫理講座の受講の

本研究に関する

役割及び責務

有無（1 年以内）

利益相反申告状況

研究責任者、研究総括

あり

282-0226

個人情報管理

あり

282-0227

脳病態統合イメージン

システム運用・データ

あり

グセンター・室長

解析

脳病態統合イメージン

システム運用・データ

グセンター・研究員

解析

脳病態統合イメージン

システム運用・データ

グセンター・研究員

解析

究センター・理事長
脳病態統合イメージン
松田博史

グセンター・センター
長

今林悦子
舞草伯秀
小川雅代

282-0228

あり

282-0229

あり

282-0230

【共同研究機関における実施体制】

研究機関名

研究責任者名・役

研究における

倫理講座の受講の

本研究に関する

職

役割及び責務

有無（1 年以内）

利益相反審査結果

【共同研究機関ではなく、既存試料・情報のやり取りのみを行う機関】

機関名

横浜市立脳卒

提供の責任者名・

授受する試料・情報の概容（種類・数量）

役職

秋山治彦・部長

システム運用・解析助言

森

システム運用・解析助言

中・神経脊椎セ
ンター
大阪市立大学医

啓

・教授
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学研究科
国立長寿医療研

島田裕之・部長

システム運用・解析助言

鈴木啓介・部長

システム運用・解析助言

渡辺

システム運用・解析助言

究センター
国立長寿医療研
究センター
国立長寿医療研

浩・室長

究センター
【効果安全性評価委員会（設置する場合は、構成員を記載）】
所属・職名

氏名

専門

【モニタリング・監査（侵襲・介入を伴う研究の場合には必要）】
所属

氏名

研究における役割及び責務

3．研究の背景、科学的合理性の根拠及び社会的意義
人口の高齢化とともに、世界規模で認知症が急増しつつある。このため、認知症、特にアルツハイマー病
（Alzheimer Disease;

AD）に対する対策が急がれている。しかし、ここ 5～10 年の疾患修飾薬（Disease

Modifying Therapies; DMT）の開発・治験の進展は十分とはいえない。このことから、治験での円滑な患
者登録の促進化が必要となっている。今後、前臨床期、軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment; MCI）
および早期 AD を対象とした治験を進めるために、大規模な効率性の高いリクルート法の確立が求められ
ている。
また、DMT が開発されるまでの間、認知症のリスク因子を検証し、リスク因子である生活習慣への介入
を行うことも必須の課題である。認知症予防を目的とした臨床研究で、有効性を検証できる規模とするため
にも、大規模なリクルートが必要である。

4.

研究の目的及び意義
本研究では、認知症発症への予防的研究において対象者の円滑な登録を行うための基盤となる健常者および

前臨床期の被験者の登録システムを構築する。登録はインターネットおよび前臨床期の診断がなされている被験
者を含む既存の多施設共同研究から行う。

これまでの治験や臨床研究では、ある一定の対象者（健常者、MCI, 認知症）に対し、介入の有無に関
わらず、ある一定のエンドポイントに関してその経過を観察するものが多かった。しかし、認知症は多く
が、慢性進行性の経緯を辿り、健常者から、前臨床期、MCI,軽度 AD、中等度 AD、進行期 AD まで移行
していく。これらのことから健常者から前臨床期の被験者をリクルートすることは、AD の予防研究に必須と考
えられる。既に欧米では、 インターネットを用いた健常者レジストリシステムとして Brain Health Registry
が運用され , 既存臨床研究やこれからの臨床研究からの健常者や前臨床期被験者のレジストリシステムとして
5
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European prevention of Alzheimer’s dementia consortium（EPAD）や Global Alzheimer’s Platform (GAP)
が構築および運用されつつあり、本邦でもこれらのシステムと国際的に協調していく必要がある。
Primary endpoint; 認知機能検査結果より得られた記銘力指数
Secondary endpoint; 各種生活様式、各種病歴

5．研究の方法及び期間
（1）研究実施期間
倫理委員会承認後から 2020 年 3 月 31 日まで
（2）研究の種類・デザイン
【観察研究】
インターネットを活用した登録：非ランダム化、前向き長期観察研究（登録被験者は可能な限り研究期間終
了まで追跡する）
多施設共同研究からの登録：非ランダム化、後ろ向き観察研究
（3）予定する研究対象者数


電話ブース１ヶ設置、日曜日および祝祭日を除く、9 時～17 時運用、1 回の認知機能検査にかかる時間
15 分、1 ブース一日 25 人として、1 年間で 25X292 日＝7,300 人/年、登録期間 4 年で 29,200 人



インターネット上でのホームページにおいて、登録を促す

（4）研究のアウトライン
人口の高齢化とともに、世界規模で認知症が急増しつつある。このため、認知症、特にアルツハイマー病に対
する対策が急がれている。しかし、ここ 5～10 年においてアルツハイマー病を根本的に治療する薬の開発が進ん
でいるとはいえない。この一つの原因として、せっかく治療の可能性がある薬が開発されても、それを試すに適
した多くの被験者の方をうまく集めることが難しいことがあげられている。また、薬以外にも適度の運動などが
認知症の予防に役立つ可能性がいわれているが、それを確かめるためにも研究に参加していただける方々を多く
集める必要がある。
このような状況を踏まえ、本研究では健康な方々の中で、認知症が発症する前の症状をとらえ生活習慣の改善
などにより発症を予防する、または、認知機能の改善が期待される薬の効果を確かめるのに適した方をインター
ネット上で登録する。これらのデータは現在行われている、またはこれから行われる認知症の早期診断や予防お
よび治療に関する研究や薬の治験に役立てるものである。また、生活習慣と認知機能の関連などに関して調べる。
今回の臨床研究は日本に住んでいる日本語を母国語とする 40 歳以上の方を対象としている。登録時にメール
アドレス、被験者が設定したパスワード、都道府県、最終学歴（教育年数）人種、同居人の有無、体重、身長、
生活様式（背景、気分、生活の質、睡眠、食事）、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴、外傷および脳震盪歴）、
日常の認知機能を入力していただく。また、半年ごとに、健康状態、気分、生活の質、睡眠、食事、服薬歴、現
病歴、外傷および脳震盪歴、日常の認知機能

について入力していただく。

さらに、フリーダイヤルを用いてコールセンターに電話していただき、15 分間の簡便な認知機能検査を半年ご
6
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とに受けていただく。なお、認知機能検査結果は、翌日以降にメールアドレスとパスワードでマイページにログ
インするとみることができる。
（5）研究に用いる医薬品・医療機器、治療法等の情報
該当無し
（6）試験薬の用法・用量、投与方法又は試験機器の適用方法
該当無し
（7）併用薬・併用療法についての規定
該当無し
（8）評価項目、評価方法
主要評価項目: 認知機能検査より得られた記銘力指数
副次的評価項目：各種生活様式、各種病歴
（9）観察及び検査項目
（インターネットを活用した登録時入力項目）
メールアドレス、生年月、性別、最終学歴（教育年数）、人種、都道府県、同居人の有無（インターネットを活用
した運用時入力項目）
登録時データからメールアドレス、生年月、性別、教育年数、人種は移行される。体重、身長、生活様式（背景、
気分、生活の質、睡眠、食事）、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴、外傷および脳震盪歴）、日常の認知機
能
（インターネットを活用した経過観察時入力項目）
半年ごとに以下の項目の変化を入力する
健康状態、気分、生活の質、睡眠、食事、服薬歴、現病歴、外傷および脳震盪歴、日常の認知機能
(多施設共同研究からの登録時入力項目)
匿名化された被験者識別コード、生年月、性別、教育年数、生活様式、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴）、
神経心理検査結果（MMSE, WMS-R,ADAS-Cog 等）、MRI での全脳体積および海馬体積、アミロイド PET 結果
本システムでは米国の Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA).HIPPA に適合す
るようにシステム構築を行う。また、来年度から導入される個人情報の保護に関する法律の改正で示される内容
についても適宜対応、遵守する。
運用システム；
(1)被験者情報運用システム
運用システムは、運用データベースと運用 WEB サイトから構成される。
登録データベースサーバに登録された情報のうちメールアドレス、生年月、性別、教育年数、人種が自動で
運用データベースに移行される。運用 Web サイトでは体重、身長、生活様式（背景、気分、生活の質、睡眠、食
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事）、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴、外傷および脳震盪歴）
、日常の認知機能等が入力項目となる。登
録時から半年ごとに健康状態、気分、生活の質、睡眠、食事、服薬、現病歴、外傷および脳震盪歴、日常の認知
機能の変化が運用 Web サイトでの入力項目となる。入力された項目は運用データベースに登録される。登録項
目の表示閲覧はユーザーの権限に応じて適切に制限される。半年毎の入力を促すため、後述のメール配信システ
ムにより、リマインダメール等を送信する機能を有する。これらの入力項目は運用データベースサーバに蓄積さ
れる。項目入力が終了した被験者には、MCI スクリーンによる認知機能検査をコールセンターで受けるためのフ
リーダイヤル情報が与えられる。MCI スクリーンコールセンターで受検する際には、1 回限りのランダムに発行
される受検番号のみが用いられる。コールセンターのオペレーターは被験者の受検番号を聞き、それを運用デー
タベースサーバと連結した端末に入力することにより、被験者の存在状況を確認する。運用システムはコールセ
ンター専用に被験者の検査実施可否のみを確認する機能を有する。運用システムはコールセンターからの認知機
能検査結果を登録する機能を有する。
(2)既存臨床研究からのインポート機能
運用システムは、既存の多施設匿名化された被験者識別コード、生年月、性別、最終学歴、生活様式、病歴
（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴）、神経心理検査結果（MMSE, WMS-R,ADAS-Cog 等）、MRI での全脳体
積および海馬体積、前臨床期の診断を可能とするアミロイド PET 結果を運用データベースサーバにインポー
トする。
(3) 治験・臨床研究関係者への専用サイト
登録された被験者情報を用いて治験・臨床研究への被験者のリクルートを促進するため、研究者あるいは治
験関係者への被験者情報表示用の専用サイトを有する。専用サイト上に被験者情報の検索機能ならびに表示・
帳票出力機能を有する。被験者の同意が得られれば、被験者情報にアクセスできる期限は 1 週間である。
(4) 事務局管理用専用サイト
被験者登録情報の円滑な管理運営のため、研究事務局の専用サイトを有する。専用サイトでは、被験者登録
情報の進捗サマリー等を表示・帳票出力する機能を有する。被験者を登録情報に基づき検索する機能を有する。
検索条件に基づき被験者へ内部識別コードをもとに一斉メール送信する機能を有する。
（10）実施する検査について
（インターネット登録被験者）
米国 FDA にて認可を受け米国および本邦においてバリデーションされ、治験や日本での自治体にも使用されて
いる 10 単語記憶検査日本版 1)2)（MCI screen）を電話対応により行う。半年ごとに行い記銘力の縦断的観察を行
う。検査には 15 分間を要する。被験者は自身のマイページにメールアドレスとパスワードでログインすること
により認知機能検査結果をみることができる。MCIscreen は、10 単語記憶検査結果、年齢、教育歴、人種から
記銘力指数（Memory Perfusion Index;MPI)を算出する。この算出には米国の解析サーバが用いられるが、この
サーバにデータは保存されない。
さらに、米国で用いられているオンライン認知機能ゲーム（Brain HQ 日本語版）やオンライン認知機能検査シ
ステム（Cogstate 日本語版）を導入予定とする。なお、米国の Brain Health Registry では脳トレーニングゲー
ムとして Lumosity、オンライン認知機能検査として Cogstate が用いられている。
（11）症例登録、割付の方法
登録 Web サイトにて被験者のメールアドレスと被験者が設定したパスワード、生年月、性別、最終学歴（教
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育年数）、都道府県、人種、同居人の有無が入力項目となる。後に述べる内容の同意説明を文書にて行い同意が得
られれば、入力項目が登録データベースサーバに蓄積されるとともに、内部識別コードが発行される。登録デー
タベースサーバにおける個人情報は、研究における個人情報管理責任者が管理する。登録データベースに保存さ
れる情報については、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に従い、真正性・
保存性が担保された堅牢なセキュリティ対策を施す。
（12）統計解析方法
10 単語記憶検査より得られた記銘力指数に関しての経時的変化と登録時入力項目である生活様式（背景、気
分、生活の質、睡眠、食事）、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴、外傷および脳震盪歴）、日常の認知機能
との関連を因子分析により調べる。また、記銘力指数の変化と 6 ヶ月ごとの入力項目（健康状態、気分、生活の
質、睡眠、食事、服薬歴、現病歴、外傷および脳震盪歴、日常の認知機能）の変化との関連も因子分析により検
討する。
（13）試料・情報の授受
該当無し

6．研究対象者の選定方針
（1）選択基準
インターネットを活用した登録：日本に在住し日本語を母国語とする 40 歳以上の健康な国民
他の多施設共同研究からの登録：多施設共同研究に参加した健常者および前臨床期被験者
被験者から同意を得られる者
性別、すべての服薬の有無は問わない
（2）除外基準
特になし

7．インフォームド・コンセント等を受ける手続等
インフォームド・コンセントの方法とその説明事項
本研究は、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、ヘルシンキ宣言に基づく倫理原則を遵守して実施す
る。
倫理審査委員会で承認の得られた同意説明文書をホームページ上に載せ、同意項目に関してチェックしてもらう
ことにより被験者の自由意志による同意をホームページ上で得る。
同意説明には次の事項が含まれている。
① 研究の名称および当該研究の実施について研究機関の長の許可を得ている旨
② 研究機関の名称および研究責任者の氏名
③ 研究の目的および意義
④ 研究の方法および期間
⑤ 研究対象者として選定された理由
⑥ 研究対象者に生じる負担ならびに予測されるリスクおよび利益
⑦ 研究が実施または継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回できる旨
9
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⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと、または同意を撤回することによって研究対象者等が
不利益な扱いを受けない旨
⑨ 研究に関する情報公開の方法
⑩ 個人情報等の取り扱い（匿名化する場合にはその方法を含む）
⑪ 情報の保管および廃棄の方法
⑫ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反および個人の収益等、研究者等の研究に係る利益相反
に関する状況

⑬ 研究対象者から取得された情報について、研究対象者等から同意を受ける点では特定されない将来の研
究のために用いられる可能性

⑭ 既に行われているまたはこれから行われる予定の認知症の発症を予防するような臨床研究または、認知
症に対する薬の治験に関する情報発信の希望の有無

⑮ IROOP からの案内で被験者が臨床研究または治験に参加した場合に、治験担当者や臨床研究者から
IROOP 情報閲覧の要求があり得ること

⑯ 長期不使用アカウントの扱い

8．試料・情報、個人情報等の取扱い（匿名化する場合の方法、個人情報の安全管理方法など）
研究実施にかかるデータ類を取り扱う際には被験者の個人情報保護に十分配慮する。被験者への同意説明文
書には、個人情報は連結可能匿名化された上で研究者により厳重に保護されること、研究の目的以外に本研究で
得られた被験者のデータを使用しないことなどを記載する。
インターネットを介した被験者情報はすべて登録システム内で同意が得られた後に匿名化され、内部識別コー
ドが発行される。この内部識別コードを用いて、運用システムにログインすることにより臨床情報はすべて内部
識別コードのみを付され、個人を同定できる情報は付されない。電話を介して検査を行う際には、被験者にフリ
ーダイヤルでコールセンターにかけてもらいランダムで発行される 1 回限りの受検番号のみで検査を行う。コー
ルセンターは受検番号を運用サーバの端末に入力し、被験者の存在を確認する。コールセンターにはデータが保
存されることはない。解析を行う際にも内部識別コードのみを参照し、解析を担当する者が個人を同定できる情
報を取り扱うことはない。
運用データベースサーバからメールサーバに被験者の内部識別コードを管理し、被験者の内部識別コードをキ
ーとして、被験者のメールアドレスを知ることなくメール送信することができる。運用データベースサーバから
の内部識別コードを介し、メールサーバにより、被験者には定期的な項目入力を促すリマインダメールおよび認
知機能検査受検の依頼および希望する場合には IROOP 推進委員会で承認された臨床研究・治験情報が与えられる。
研究事務局は被験者のメールアドレスを知ることはできない。事務局は内部識別コードにメール送信するため、
メールアドレスを直接知ることはない。
他の多施設共同研究（J-ADNI 等を想定）に参加した健常者および前臨床期被験者からは、本登録システムに登
録することにより被験者に適した他の臨床研究や治験を案内することに関する再同意を各施設で文書により得
る。再同意が得られた被験者データのみを本システムに連結可能匿名化の上で登録する。また、これらの被験者
には、インターネットを介したシステムへの登録を案内する。
研究の結果を公表する際は、被験者を特定できる情報を含まない形式で実施する。
全ての臨床情報および認知機能検査結果等は、データ管理システムを用いて適切に管理される。IROOP 保存
情報とアクセス権限を別紙（権限）に示す。研究期間終了後最低 5 年間は全データを保管する。本実施計画書
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作成時点において、本研究で得られたデータを廃棄することは想定されていないが、データを破棄することが
必要となった場合にはサーバ上のデータは完全に消去する。同意取得後、本人からの同意撤回がなされれば直
ちに情報は廃棄される。なお、本研究以外の研究にデータを使用する可能性が生じた場合には、改めて倫理委
員会の承認を得る。
被験者が希望する場合には、研究計画や研究において取得された被験者の個人情報の取り扱いに関する資料に
関して被験者はホームページ上で閲覧できる。

9．研究参加のリスクと研究がもたらすベネフィット
（1）研究対象者に生じる負担
初回のアンケートに答える時間として、20分。認知機能検査を受けるために15分間を要する。半年に1回の
定期検査では、それぞれ15分ずつである。
（2）研究対象者に生じ得る不利益（有害事象不具合等）
被験者の安全に影響を及ぼすようなリスクは想定されない
（3）リスクを最小化する方法
本研究は介入を実施しない前向き長期間観察研究および後ろ向き観察研究であり、個人情報の保護にも十
分な配慮を行っているため、被験者の安全に影響を及ぼすようなリスクは想定していない。しかし、もし
そのようなリスクが生じた場合は、必要に応じて実施計画書や同意説明文書を変更し、そのリスクを最小
化する対策を実施する。
（4）予想されるベネフィットと（1）（2）（3）を踏まえた総合評価
本研究にインターネット上で参加することによる被験者に対する直接の利益は想定していないものの、被
験者の経時的な認知機能検査結果は 10 万人以上のデータから求められた記銘力指数を本人が知ることができ
る。また、希望する被験者には他の介入研究や観察研究、さらには治験に関する情報を被験者へ案内できるこ
とも被験者の利益として考えうる。これによりベースラインの記銘力指数で異常値を示す被験者、または経
時的に低下がみられる被験者がこのような臨床研究や治験に参加することが期待される。多施設共同研究か
ら登録された被験者に対しては、他の介入研究や観察研究、さらには治験に関する情報を登録施設から被験
者へ案内できることが被験者の利益として考えうる。また、多施設からの登録被験者にはインターネットシ
ステムへの登録を案内することによって、認知機能検査を受けることが可能となるとともにインターネット
システムで得られる情報を得ることができるようになる
（5）個々の研究対象者における中止基準
1） 被験者から同意の撤回があった場合
2） 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合
被験者から同意の撤回がオンラインで行われた場合には、該当する臨床情報は自動的に破棄される。た
だし、既に解析結果が発表されている場合など、研究対象から外すことができない場合があることを同
意説明文書に記載する。
法定代理人による撤回の申請があった場合には、個人情報保護法に則る扱いを行う。
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（6）研究全体の中止基準
1） 試験全体が中止された場合、その他の理由により、医師が試験を中止することが適当と判断した場合

10．研究に用いられる情報に係る資料の保管及び廃棄の方法
全ての臨床情報および認知機能検査結果等は、データ管理システムを用いて適切に管理される。IROOP 保存
情報とアクセス権限を別紙（権限）に示す。研究期間終了後最低 5 年間は全データを保管する。本実施計画書
作成時点において、本研究で得られたデータを廃棄することは想定されていないが、データを破棄することが
必要となった場合にはサーバ上のデータは完全に消去する。同意取得後、本人からの同意撤回がなされれば直
ちに情報は廃棄される。なお、本研究以外の研究にデータを使用する可能性が生じた場合には、改めて倫理委
員会の承認を得る。
長期（24 ヶ月）にわたって更新のない状態の場合には、登録データ、運用データは破棄しない。
更新のない状態とは以下を想定する。
・同意の撤回など所定の手続きがなされていない。
・定期的になされるべき更新、追加登録がない。
・メールが届かないなど連絡未達である。
・想定される原因：死亡、入院、転居、面倒になった、など

11．研究機関の長への報告内容及び方法
研究機関の長（理事長）への報告については下記の通りとする。
（1）年 1 回、研究実施状況について報告し、研究継続の適否について倫理委員会の審査を受ける。
（2）重篤な有害事象が発生した場合は、速やかに理事長に報告し、研究継続の適否について倫理委員
会の審査を受ける。
（3）試験薬等の有効性・安全性に関する重要な情報が得られた場合は、研究責任者の見解を記載し、理
事長に報告し、研究継続の適否について倫理委員会の審査を受ける。
（4）研究の終了時（中止または中断の場合を含む）には、理事長に報告する。

12．研究に係る資金と利益相反に関する状況
本研究における研究資金には、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の認知症研究開発事業「認知症疾患修飾
薬の大規模臨床研究を効率的に推進するための支援体制と被験者コホートの構築に関する研究」(主任研究者；

大阪市立大学、加藤祐一）における委託研究費を充当する。本研究の計画・実施・報告において、研究の結
果および結果の解釈に影響を及ぼすような利益相反状況はないものと考えられる。

13．研究に関する情報公開の方法
匿名化されたデータは本研究グループによりデータベース化し、解析結果については、論文・学会発表の形で
公表する。大学病院医療情報ネットワーク研究センター 臨床試験登録システム（UMIN-CTR）でも公開する。

14．研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応
ホームページ上での質問コーナーで、質問を受け付ける。その際に、個人情報を含んだ質問には回答せず、個
人情報のない質問のみに対応する。
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15．研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容
該当しない

16．侵襲（軽微な侵襲を除く。
）を伴う研究において重篤な有害事象が発生した際の対応
該当しない

17．当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその内容
該当しない

18．研究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応
該当なし

19．研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む。
）の取扱い
被験者は、メールアドレスとパスワードでマイページにログインして自身の経時的な認知機能検査結果（10 万
人以上のデータから求められた記銘力指数）をみることができる。本研究において認知機能の明らかな低下を示
す結果が得られることがありえる。しかし、本研究での認知機能検査は認知機能低下を引き起こす病気を診断し
たり治療したりするものではないことを伝える。

20．委託する業務内容及び委託先の監督方法
クラウドサーバー運用、認知機能検査及びコールセンター、システム保守・運用を委託。契約書参照。

21．試料及び情報の二次利用とそれに伴う他機関への提供の可能性
本システムから、企業や他の臨床研究者にデータを直接提供することはない。臨床研究者や治験企業は IROOP
に対して治験や臨床研究の登録者への案内を申請し、IROOP 推進委員会（別紙；IROOP 推進委員会設置要綱）が
協議の上、認知症の予防を主な目的とする臨床研究、または認知症予防レジストリである IROOP 登録者が対象と
なる認知症に関連する研究であり、研究計画で IROOP データの必要性が認められ個人状保護方針も法令上妥当と
認めた場合（別紙；IROOP 治験・臨床研究案内受け入れ基準）に許可し、この申請に対し、治験・臨床研究 ID を
発行する。 IROOP は、案内をするのみで、以後は臨床研究者や治験企業と登録者の関係になる。登録者が臨床研
究や治験に参加登録した時点で、臨床研究者や治験企業が IROOP の登録者データを閲覧したいという希望があれ
ば、参加登録者に依頼し、参加登録者の同意がとれれば治験・臨床研究 ID と治験・臨床研究登録番号を渡す（別
紙；治験臨床研究案内および閲覧）
。登録者は、IROOP のマイページにログインし、治験・臨床研究の個人情報保
護方針を参照し、IROOP 情報閲覧許可および個人情報保護方針に従って管理されることに同意した上で、治験・
臨床研究 ID と登録番号を入力し、許可ボタンをおす。治験・臨床研究者に通知が届き、1 週間の期間限定で、当
該登録者の情報を閲覧することが可能になる（別紙；閲覧許可）。閲覧情報は、入力されたアンケート項目のう
ち、生年月、性別、利き手、最終学歴（教育年数）、人種、都道府県、同居人の有無、体重、身長、生活様式（背
景、気分、生活の質、睡眠、食事）、病歴（現病歴、服薬歴、既往歴、家族歴、外傷および脳震盪歴）、日常の認
知機能および認知機能検査結果である。
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22．モニタリング及び監査
（1）モニタリング
該当無し
（2）監査
該当なし

23．用語の解説
前臨床期: AD のアミロイド仮説に基づくと、アミロイド β 蛋白が脳に蓄積することにより認知機能がほぼ正常
からごく軽度に低下した時期をいう。AD 発症の約 20 年前からアミロイド β 蛋白は蓄積するとされている。
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