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1. 概要 

 

項目 内容 

目的 脊髄髄膜瘤とは脊髄が外表に露出する先天性奇形であり高頻度に生

じる。これまで生後 1-2 日に髄膜瘤を皮膚組織等で被覆する髄膜瘤

閉鎖術（脊髄髄膜瘤新生児手術）を施行するのが標準治療であった。

近年の研究により、従来新生児期に施行している髄膜瘤閉鎖術を妊

娠中期に行い（脊髄髄膜瘤胎児手術：母体開腹・子宮切開を介して胎

児の髄膜瘤閉鎖術を行い、その後胎児を子宮内に戻して、満期に娩

出させる）、羊水による髄膜瘤への刺激を早期に途絶すると、脊髄神

経損傷の程度を軽減でき、神経予後が改善することが分かった。脊髄

髄膜瘤胎児手術は、既に脊髄髄膜瘤新生児手術と比べた前向きラン

ダム化比較試験において有効性が示され、海外では治療選択肢の一

つとして普及してきている。今回の研究は、本邦でも脊髄髄膜瘤胎児

手術を行い、実施可能性、海外施設と同様の有効性と安全性を認め

ることを証明することを目的としている。 

主要評価項目 

 

 

 

副次評価項目 

主要評価項目 

１，脊髄髄膜瘤胎児手術の有効性 

  出生 12 ヵ月後での後脳ヘルニアの有病割合 

 

副次評価項目 

１， 有効性評価項目 

(1) 出生 12 ヵ月後での脳室腹腔内シャントの有無 

(2) 出生 12 ヵ月後までの乳児死亡 

(3) 手術の完遂 

 

2， 安全性評価項目 

 (1) 母体に発生した有害事象 

(2) 胎児/乳児に発生した有害事象 

 

3， その他の評価項目 

(1) 母体に対する評価項目 

� 手術後４週間以内での早産の有無 

� 分娩時の妊娠週数  

 

(2) 胎児/乳児に対する評価項目 
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� キアリ奇形の下垂長 

� 水頭症の有無 

� 下肢の変形の有無 

� 下肢運動機能 

 

(3) 臨床検査値（血液検査、尿検査） 

� 血液学的検査（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC分画） 

� 生化学的検査（AST、ALT、TP、CRP、クレアチニン） 

� 尿検査(蛋白定性・糖定性) 

 

選択・除外基準 以下の選択基準をすべて満たし、かつ以下の除外基準のいずれに

も該当しない患者。 

●胎児 

〔選択基準〕 

1) 胎児診断された T1-S1 レベルの脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披

裂 

2) 後脳ヘルニア合併症例 

3) 手術日が妊娠 19週 0日から 25週 6日 

4) 単胎である 

〔除外基準〕 

1) 脊髄髄膜瘤に関連しない重篤な先天性奇形合併例 

2) 脊椎後弯 30度以上 

3) 多胎である 

 

●母体（被験者） 

〔選択基準〕 

1） 同意取得時の年齢が 20歳以上 

2） 本研究の目的及び内容を説明し、同意文書を取得した症例 

〔除外基準〕 

1） 子宮頸管長＜20㎜ 

2） 早産既往（＜37週） 

3） 子宮頸管無力症 

4） 常位胎盤早期剥離の既往 

5） 前置胎盤 

6） 肥満（BMI＞35） 

7） 妊娠前からのインスリン治療を要する糖尿病 
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8） Rh 血液型不適合 

9） 母体 HIV ウイルス陽性、B 型肝炎ウイルス HBe 抗原陽性、C

型肝炎ウイルス抗体陽性 

10） 子宮奇形 

11） 既往子宮手術（帝王切開も含む） 

12） 社会的サポートが得られない 

13） 精神的疾患を有する 

14） その他に研究責任者、又は研究分担者が本研究の対象とし

て不適当と判断したもの 

 

研究方法 

（治療スケジュール等） 

脊髄髄膜瘤胎児手術の適応と考えられる胎児の母親（被験者）を

対象に、本研究についての文書を持って説明を行い、研究の内容をよ

く理解したことを確認、本研究への参加について依頼する。胎児の母

親（被験者）が研究参加に同意した場合、本研究の同意書を用い、説

明をした医師名、説明を受け同意した被験者の氏名、同意した日付を

記載する。 

 

脊髄髄膜瘤胎児手術の実施方法（プロトコール治療） ： 

・従来生後に行われて来た髄膜瘤閉鎖術を妊娠中期に母体開腹・子

宮切開を介して行う。手術手順は MOMS試験[1]を参考に以下の通

りとし、可能な限り、この手順に従う。 

・手術前、子宮収縮予防のために、子宮収縮抑制剤（非ステロイ

ド系抗炎症薬：インドメタシン坐剤 25 mg（＊妊婦禁忌薬））を経

直腸的に投与する。 

 

① 母体（被験者）に硬膜外麻酔・全身麻酔 

② 母体下腹部横切開もしくは腹部正中縦切開による開腹 

③ 子宮を露出、必要あれば子宮脱転 

④ 超音波による胎盤位置確認 

⑤ 胎盤辺縁から 5㎝以上離れた場所で子宮切開（5㎝程度） 

⑥ 子宮切開創直下に胎児脊髄髄膜瘤が位置するように胎児

をポジショニング 

⑦ 胎児への超音波診断装置によるモニタリング開始 

⑧ 胎児肩あるいは臀部への鎮痛剤・筋弛緩薬投与（筋肉注

射） 

（フェンタニル 20μg/kg、筋弛緩薬ベクロニウム 0.2mg/kg 
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或いはロクロニウム 0.04mg/kg） 

⑨ 胎児髄膜瘤閉鎖（髄膜瘤が小さい場合は直接縫合閉鎖。大

きい場合は人工皮膚（アロダーム）を使用し閉鎖。） 

⑩ 温乳酸化リンゲル液を用いて子宮内羊水置換 

⑪ 羊水中抗生剤投与（セフェム系抗生剤 500mg/10ml をワン

ショットで羊水腔内に注入する） 

⑫ 子宮壁閉鎖 

⑬ 子宮収縮抑制剤（硫酸マグネシウム）を開始する。 

⑭ 母体腹壁閉鎖 

 

・手術中、胎児心拍の異常を認めた場合には胎児蘇生を行い、胎

盤剥離等、必要あれば速やかに児を娩出し、子宮外で蘇生を行

う。急変時は、胎児・母体両方の全身管理・蘇生を行うが、困難

な場合には母体の生命・安全を優先する。 

・手術後、胎児状態の確認及び子宮収縮抑制のため、胎児モニタ

リングや子宮収縮抑制剤（非ステロイド系抗炎症薬：インドメタシ

ン坐剤 25mg（＊妊婦禁忌薬）、硫酸マグネシウム、抗カルシウム

拮抗薬、塩酸リトドリンなど）を適宜使用しながら、入院管理を行

う。 

術後安定し、退院した場合の外来フォローアップでは、子宮収縮

抑制剤（抗カルシウム拮抗薬など）で切迫早産の予防をしなが

ら、適宜超音波診断装置によって評価を行う。出生後、乳児は新

生児科、脳神経外科を含む二分脊椎治療チームによってフォロ

ーアップする。 

 

予定参加者数 15 例 

研究期間 登録期間：研究機関の長の許可日より西暦 2024年 3月 31日まで 

研究実施期間：研究機関の長の許可日より西暦 2025年 9月 30日ま

で 
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1.1. 用語の定義 

以下に用語の定義を記載する。なお、本研究では、胎児を含まない母親を被験者とする。 

用語 定義 

母体 胎児は含まない母親の身体で、被験者のこと 

胎児 母体中で出産するまで成長中の児 

乳児 生後 0日～1歳未満の出生後の児 

＊生後 12 か月の評価までは乳児とする。 

早産 37週未満で出産すること 

 

 

 

1.2. シェーマ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1-S1レベルの脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披裂及び後脳ヘルニアの合併が疑

われる単胎を分娩予定である、同意取得時の年齢が 20歳以上の妊婦 

説明・同意取得 

適格性の確認・登録 

不適格例：研究終了 

通常診療下での治療 

（髄膜瘤新生児手術等） 

適格例：髄膜瘤胎児手術 

妊娠 19週以上 26週未満 

分娩 

妊娠 37週以降/帝王切開

乳児に対する生後 12 か月まで追跡調査 

有効性・安全性評価 
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2. 研究の目的 

 本研究の目的は、海外で行われている脊髄髄膜瘤に対する妊娠中期の胎児脊髄髄膜瘤閉鎖術（脊

髄髄膜瘤胎児手術）を、日本において有効かつ安全に施行できることを確認する事である。   

 

3. 背景及び意義（研究の科学的合理性の根拠） 

 脊髄髄膜瘤とは、胎生 4週時に神経管閉鎖不全が原因で生じる二分脊椎という外胚葉系の先天性

奇形の中で最重症な一型をさす。脊髄髄膜瘤は脊髄が皮膚・筋肉・脊椎に覆われずに外表に露出し

ており、患部以下の脊髄神経によって支配される部位の機能障害（両下肢の運動・感覚障害、膀胱直

腸障害など）を呈し、キアリ II 型奇形による後脳ヘルニアや水頭症に伴う中枢神経障害や脳幹機能障

害をしばしば合併し治療を要する。脊髄髄膜瘤の発生原因のひとつとして葉酸不足が報告され、脊髄

髄膜瘤の発生率は 1/2,000 例と言われているが、食事が欧米化した日本での発生率は継続的に増加

している。 

従来、脊髄髄膜瘤に対して妊娠中に脊髄髄膜瘤の診断がついた時点で、生後早期に手術が必要な

旨のカウンセリングが家族に行われ、可能であれば妊娠満期に帝王切開で出産し、生後 1-2日目に

髄膜瘤閉鎖術を行われる。手術は髄膜瘤部（プラコード）を周囲皮膚から切開剥離し、プラコードを管

腔状に形成し脊柱管内に遊離させ、硬膜・筋層を層々に縫合閉鎖し、髄膜瘤部の閉鎖を行う。髄膜瘤

部が大きい場合にはゴアテックスやアロダームを使用し被覆することもある。上記の脊髄髄膜瘤新生

児手術は脊髄髄膜瘤に対する標準治療であり、現在本邦では一般的に行われている。この生後早期

の髄膜瘤閉鎖術は、髄膜炎予防とさらなる神経損傷予防が主たる目的であるが、手術の成否によらず

既に非可逆的な生涯に渡る神経麻痺を呈しており、残念ながら神経機能の温存には寄与しない。その

為、90％の患児に足変形や病変レベルに応じた下肢機能低下を、90％強の患児に膀胱直腸障害を認

め、長期に渡る治療・介護が必要となり、成人期に 50％の患児が自立した生活を送れていない。又、

80％の患児が進行する水頭症に対して脳室腹腔内シャントを必要とし、35％の患児が脳幹圧迫による

症状を呈する、50％の患児が正常以下の知能指数を示し、14％に 5歳までに突然死を認めるといった

キアリ II 型奇形に伴う機能障害が報告されている。[4–6] 

1990年に Heffez らが脊髄髄膜瘤における脊髄神経損傷を説明する“Two hit hypothesis”という概

念（妊娠早期には神経管閉鎖不全が存在するにも関わらず脊髄神経の損傷は軽度で下肢機能は温

存されている。しかしその後子宮内環境で脊髄神経が化学的・物理的損傷を受けることで徐々に神経

損傷が進行し、最終的には非可逆性変化に至るというもの。）が提唱された。その後、死産児の解剖結

果や臨床観察研究の結果から妥当性が示唆され、脊髄髄膜瘤の神経予後の改善を目的として妊娠

中期に髄膜瘤閉鎖術を行うという脊髄髄膜瘤胎児手術の研究が始まった[7]。脊髄髄膜瘤胎児手術と

は、従来新生児期に行っていた髄膜瘤閉鎖術を妊娠中期に母体腹壁切開、子宮切開後に、胎児に対

して行い、その後胎児を子宮内に戻す方法である。この脊髄髄膜瘤胎児手術に関しては、1995年に

羊胎仔脊髄髄膜瘤モデルを用いた胎児手術の有効性を報告し、その後も動物モデルを用いて胎児手

術手技、胎児麻酔方法が検討され現行の方法論が確立した。1997年頃よりヒト胎児での臨床研究症



10 
 

例の報告が相次ぎ、2003年にはフィラデルフィア小児病院にて妊娠中期の母体開腹開子宮による胎

児髄膜瘤閉鎖術 58 例の臨床研究により下肢運動機能の改善、後脳ヘルニア・水頭症の改善、脳室

腹腔内シャント必要例の減少もしくはシャント術施行時期の遅延といった有効性が示された。又、下位

脊髄の脊髄髄膜瘤、脊髄がカバーされている潜在性二分脊椎症、キアリ奇形を伴わない脊髄髄膜瘤

症例には胎児手術による恩恵を得にくいことも示された[6,8,9]。2003-2010年に全米 3 つの小児病院

に限定して妊娠中期（妊娠 19週 0日―25週６日）の母体開腹開子宮による脊髄髄膜瘤胎児手術 

(n=80) と従来手術である脊髄髄膜瘤新生児手術 (n=78) を比較するランダム化比較試験

（Management of Myelomeningocele Study: MOMS試験）が施行された[1]。このランダム化比較試験に

おいて、脊髄髄膜瘤胎児手術は比較的安全に行われ（母体死亡 0％、術中胎児徐脈 10％、周産期児

死亡 3％）、脊髄髄膜瘤胎児手術は従来法である脊髄髄膜瘤新生児手術に比べて、脳室腹腔シャント

率の減少（胎児手術 40％vs新生児手術 82％、Chi-square test p<0.001）、後脳ヘルニア合併率の改

善（胎児手術 64％vs新生児手術 96％、 p<0.001）、下肢運動機能の改善や自立歩行率の改善（胎児

手術 42％vs新生児手術 21％、 p=0.01）、患者・家族の QOLの改善などの有効性がある事が示され

た。しかし一方で、胎児手術により、早産（胎児手術 34.1週 vs新生児手術 37.3週）、絨毛膜羊膜分離

（胎児手術 26％vs新生児手術 0％、 p<0.001）、前期破水（胎児手術 46％vs新生児手術 8％、 

p<0.001）のリスクが高まることも報告され、十分な術前説明と術後経過観察が必要であることも分かっ

た。[1,9–17] 

早産などのリスクは多少伴うものの、明らかな神経学的改善を認めるために、現在海外の代表的胎

児治療施設では、脊髄髄膜瘤胎児手術も治療選択肢の一つとなり適応症例に対して積極的に行われ

ている。今後本邦でも普及することが期待されている。 

 今回、我々の施設で、脊髄髄膜瘤胎児手術についての手技を確立し、脊髄髄膜瘤胎児手術の実施

可能性・安全性・有効性を示し、本邦でも治療選択肢の一つとなる事を目的に、本研究を立案した。 

 

 

4. 対象の選定方針 

安全性が確認されている MOMS 試験［1］、脊髄髄膜瘤に対する胎児手術［18］を参考に設定した以

下の選択基準をすべて満たし、除外基準のいずれにも該当しない患者を対象とする。 

4.1. 胎児 

〔選択基準〕 

1) 胎児診断された T1-S1レベルの脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披裂 

2) 後脳ヘルニア合併症例 

3) 手術日が妊娠 19週 0日から 25週 6日 

4) 単胎である 

〔除外基準〕 

1) 脊髄髄膜瘤に関連しない重篤な先天性奇形合併例 

2) 脊椎後弯 30度以上 
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3) 多胎である 

 

【設定根拠】 

選択基準 

1) 脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披裂が T1 より上位レベルの場合、機能障害が全身に及ぶため胎児手

術による治療効果は期待できず、S1 より下位レベルでは出産後の児の運動機能は保たれるため

胎児手術の必要はなく、本研究の胎児手術が有効であると考えられる脊髄レベルを設定した。 

2) 胎児期に髄液の体外への流出を止めることができれば、2 次的な機能障害の改善が期待できる

が、後脳ヘルニア非合併症例では髄液の流出がなく本研究の治療意義とは異なるため、本研究の

胎児手術が有効であると考えられる後脳ヘルニア合併症例を設定した。[13,19] 

   3) 有効性と安全性を考慮し設定した。 

   4) 有効性と安全性を考慮し設定した。 

 

除外基準 

   1) 有効性が期待できないと考えられ設定した。 

   2) 有効性が期待できないと考えられ設定した。 

   3) 安全性を考慮し設定した。 

 

 

4.2. 母体（被験者） 

〔選択基準〕 

1） 同意取得時の年齢が 20歳以上 

2） 本研究の目的及び内容を説明し、同意文書を取得した症例 

〔除外基準〕 

1） 子宮頸管長＜20㎜ 

2） 早産既往（＜37週） 

3） 子宮頸管無力症 

4） 常位胎盤早期剥離の既往 

5） 前置胎盤 

6） 肥満（BMI＞35） 

7） 妊娠前からのインスリン治療を要する糖尿病 

8） Rh 血液型不適合 

9） 母体 HIV ウイルス陽性、B型肝炎ウイルス HBe 抗原陽性、C型肝炎ウイルス抗体陽性 

10） 子宮奇形 

11） 既往子宮手術（帝王切開も含む） 

12） 社会的サポートが得られない 
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13） 精神的疾患を有する 

14） その他、研究責任者、又は研究分担者が本研究の対象として不適当と判断したもの 

 

【設定根拠】 

選択基準 

   1) 臨床研究の内容を理解し、参加期間を通じて本研究の実施計画を遵守し遂行でき、自ら参加す

る意思を表明した患者を組入れるために設定した。 

   2) 臨床研究法及びヘルシンキ宣言の精神に基づき、本研究の倫理性を配慮し設定した。 

 

除外基準 

   1) 〜11）安全性を考慮し設定した。 

   12) 有効性・安全性の評価に影響を及ぼすことと考えられるため設定した。 

   13) 有効性・安全性の評価に影響を及ぼすことと考えられるため設定した。 

   14) 上記以外の理由で研究責任者等により研究参加に不適切と判断される患者を除外するため

設定した。 

 

4.3. 募集方法 

研究機関の長の許可日〜4年間（2024年 3月 31日まで）で、大阪大学産婦人科・国立成育医

療研究センターを受診し、上記条件を満たす患者に対し、本研究について説明文書を用いて説明

し、参加を依頼する。 

 

5. 研究の方法 

5.1. デザイン 

多施設共同非盲検非対照試験 

〔根拠〕 

脊髄髄膜瘤胎児手術は、現在、海外の代表的胎児治療センターでは既に治療選択肢の一つ

であるが、本邦ではまだ施行されていない。 

本研究は、脊髄髄膜瘤胎児手術の実施可能性・有効性・安全性の評価をすることを目的とした国

内初の臨床研究である。一方、海外MOMS試験で脊髄髄膜瘤新生児手術を対照群として脊髄髄

膜瘤胎児手術の有効性及び安全性は既に示されており、国内で実施された脊髄髄膜瘤新生児

手術の後方視的検討の結果、MOMS試験の対照群と同等の治療成績が確認されている。その為、

本来であれば現在の国内での標準的な脊髄髄膜瘤新生児手術を比較対照とするべきであるが、

患者数が少ないことから、本試験は比較試験ではなく、One arm trial とした。 

 

5.2. 予定被験者数 

15 例 



13 
 

 

5.3. 被験者登録 

5.3.1． 被験者登録の手順 

1） 同意の取得 

被験者に対し、本研究について倫理審査委員会にて承認を得た説明文書を用いて説明を行い、

研究参加について文書にて同意を得る。 

 

2） 被験者名簿の作成 

研究責任者又は研究分担者は、本研究の参加に文書で同意を得た被験者に対して被験者識

別コードを付与し、被験者名簿に記載したのち必要な登録時チェック項目の調査を実施する。 

 

3） 適格性の判断、症例登録システムへの入力 

研究責任者又は研究分担者は、登録時チェック項目の結果から被験者の適格性を判断する。

適格と判断された被験者について、研究責任者、研究分担者又は研究協力者は、被験者の選

択・除外基準に関する情報を、症例登録システムの画面に入力する。 

「登録適格性判定」画面に「適格」と表示された場合には「登録番号」が付与されるので、本研究

に「登録」されたものとし、被験者名簿に「登録番号」を転記する。 

 

4） 被験者による同意の撤回があった場合を除き、一度登録された被験者は取り消し（データベー

スから抹消）を行うことができない。 

 

誤登録や重複登録が判明した場合、研究責任者又は研究分担者は速やかにデータセンターに連絡

する。 

 

5.4. 脊髄髄膜瘤胎児手術、手術後 

5.4.1 脊髄髄膜瘤胎児手術の実施方法（プロトコール治療） 

・従来生後に行われて来た髄膜瘤閉鎖術を妊娠中期に母体開腹・子宮切開を介して行う。手術手

順は MOMS試験[1]を参考に以下の通りとし、可能な限り、この手順に従う。 

・手術前、子宮収縮予防のために、子宮収縮抑制剤（非ステロイド系抗炎症薬：インドメタシン坐

剤 25 mg（＊妊婦禁忌薬））を経直腸的に投与する。 

 

① 母体（被験者）に硬膜外麻酔・全身麻酔 

② 母体下腹部横切開もしくは腹部正中縦切開による開腹 

③ 子宮を露出、必要あれば子宮脱転 

④ 超音波による胎盤位置確認 

⑤ 胎盤辺縁から 5㎝以上離れた場所で子宮切開（5㎝程度） 



14 
 

⑥ 子宮切開創直下に胎児脊髄髄膜瘤が位置するように胎児をポジショニング 

⑦ 胎児への超音波診断装置によるモニタリング開始 

⑧ 胎児肩あるいは臀部への鎮痛剤・筋弛緩薬投与（筋肉注射） 

（フェンタニル 20μg/kg、筋弛緩薬ベクロニウム 0.2mg/kg 或いはロクロニウム 0.04mg/kg） 

⑨ 胎児髄膜瘤閉鎖（髄膜瘤が小さい場合は直接縫合閉鎖。大きい場合は人工皮膚（アロダー

ム）を使用し閉鎖。） 

⑩ 温乳酸化リンゲル液を用いて子宮内羊水置換 

⑪ 羊水中抗生剤投与（セフェム系抗生剤 500mg/10ml をワンショットで羊水腔内に注入する） 

⑫ 子宮壁閉鎖 

⑬ 子宮収縮抑制剤（硫酸マグネシウム）を開始する。 

⑭ 母体腹壁閉鎖 

 

・手術中、胎児心拍の異常を認めた場合には胎児蘇生を行い、胎盤剥離等、必要あれば速やかに

児を娩出し、子宮外で蘇生を行う。急変時は、胎児・母体両方の全身管理・蘇生を行うが、困難な

場合には母体の生命・安全を優先する。 

・手術後、胎児状態の確認及び子宮収縮抑制のため、胎児モニタリングや子宮収縮抑制剤（非ス

テロイド系抗炎症薬：インドメタシン坐剤 25 mg（＊妊婦禁忌薬）、硫酸マグネシウム、抗カルシウ

ム拮抗薬（＊適応外使用）、塩酸リトドリンなど）を適宜使用しながら、入院管理を行う。 

術後安定し、退院した場合の外来フォローアップでは、子宮収縮抑制剤（抗カルシウム拮抗（＊適

応外使用）など）で切迫早産の予防をしながら、適宜超音波診断装置によって評価を行う。出生後、

乳児は新生児科、脳神経外科を含む二分脊椎治療チームによってフォローアップする。 

・インドメタシン坐剤 25 mgは、日本では妊婦禁忌薬であるが、MOMS試験では手術中と手術後の

子宮収縮を予防するためには必要な薬剤として使用されているため、本研究でも使用する。 

 

 

5.4.2 脊髄髄膜瘤胎児手術後 

  術後管理は原則以下の通り。[1] 

  ・手術終了後、治療実施施設で分娩、また出生後の観察を行う。 

・術後〜妊娠 36週 胎児脊髄髄膜瘤胎児手術周術期管理プロトコルに従って子宮収縮抑制など

のコントロールを行う。超音波検査などによる胎児モニターを行う。 

・術後 30日くらいを目処に退院とする。以後外来にて母体及び胎児評価を行う。 

・必要があれば適宜入院の延長や入院管理も考慮する。 

・妊娠 37週以降もしくは分娩時 帝王切開により児を娩出する。      

・生後、乳児の状況に応じた管理を行う。乳児は新生児科、脳神経外科を含む二分 

脊椎治療チームによってフォローアップされる。 
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5.5. 観察・測定項目とその実施方法 
5.5.1．スケジュールと観察・検査項目 

本臨床研究における調査、観察及び検査項目のスケジュールは以下のとおりとする。 

 

評価項目

同意 登録時*2 登録
胎児手術術

前

胎児手術

日・術中

胎児手術

日・帰室後

術後7日目

まで

胎児手術

術後7日

術後8~ 30

日まで

胎児手術

術後30日

術後31日

~分娩まで
分娩前 分娩時 日齢1~ 7日

分娩後

日齢7日

日齢8~ 30

日

分娩後

日齢30日

日齢31日

~生後6ヶ

月

生後6か月
生後6

～12ヶ月
生後12か月

許容範囲
胎児手術日

－14日～－1日
±３日 ±3日 分娩前 ＋7日 ±7日 ±14日 ±14日

同意 〇

登録 〇

母体

母体背景 〇

身長、体重    〇*1

血圧 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

血液検査 〇 〇 〇 〇

血液型 〇  

尿検査 〇 〇 〇

心電図 〇

胸部レントゲン 〇

母体超音波検査 〇 〇 〇

母体状況 〇 〇 〇

手術情報 〇

胎児/乳児

〇 〇 〇 〇 〇 〇

胎児／MRI 〇

胎児状態 〇 〇 〇 〇 〇

乳児／脊髄MRI 〇

乳児／頭部MRI 〇

乳児状態 〇 〇 〇 〇 〇

安全性評価

母体有害事象

イベント評価 ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ

胎児／超音波検査

乳児退院後分娩妊娠中

臨床検査

分娩後

内診所見／子宮頚管長

*1：非妊娠時および登録時体重

*2：妊娠確認以降のデータがある場合は実施不要

       複数データがある場合は、登録時直近のものを採用

●：イベント発生時に評価

胎児／乳児有害事象
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5.5.2 調査項目 

① 同意 

[調査項目]  

  同意取得日 

 

② 登録時チェック項目 

＊登録時チェック項目は、今回の妊娠が確認されて以降実施されていれば、同意取得前データも使

用可能とする。 

[母体背景]  

母体年齢、妊娠週数、分娩予定日、経産回数、妊娠方法（自然妊娠・人工授精・体外受精）、インス

リン依存性糖尿病の有無、早産（＜37 週）既往の有無、常位胎盤早期剥離既往の有無、子宮切開

を伴う手術（帝王切開含む）の有無、子宮奇形の有無、パートナーとの同居/結婚 

[バイタルサイン測定、身長・体重 ]  

非妊娠時母体体重、登録時母体体重・身長、母体血圧 

[内診所見]   

子宮頸管長 

[臨床検査]   

尿：尿蛋白検査、尿糖定性 

血液型：ABO 血液型、Rh(D)型、間接クームスもしくは不規則抗体 

 

 [母体超音波]  

絨毛膜羊膜剥離の有無、胎盤位置 

[胎児超音波]  

髄膜瘤位置、後弯の有無、単胎もしくは多胎、脊髄髄膜瘤以外の胎児形態異常の有無（心奇形含

む）、胎児性別 

[胎児 MRI]   

キアリ奇形の有無・下垂長 

 

③ 胎児手術術前チェック項目 

[内診所見]  

子宮頸管長 

[臨床検査]        

血液：血算（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC 分画）、生化（AST、ALT、TP、クレアチニン） 

[生理検査] 

母体心電図 

[画像検査] 
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母体胸部レントゲン  

[胎児状態]   

CTG（子宮収縮の有無） 

[胎児超音波]  

児頭大横径、児頭周囲径、胎児腹囲、胎児大腿骨長、推定児体重、足の変形の有無、下肢運動機

能モニタリング（足首、膝、股関節）、水頭症の有無・左右側脳室サイズ 

 

④ 〈胎児手術日・術中〉チェック項目 

[手術情報]  

手術時妊娠週数、手術時間、出血量、母体輸血の有無、髄膜瘤サイズ（縦・横 cm） 、人工皮膚  

使用の有無、手術完遂の可否 

[バイタルサイン測定]  

母体術中最高血圧・最低血圧 

[母体状況]  

母体生存、破水の有無、性器出血の有無、切迫早産の有無 

[母体超音波]  

羊水過少の有無、絨毛膜羊膜剥離の有無、常位胎盤早期剥離の有無 

[胎児状態]  

胎児蘇生の有無、胎児生存、胎児出血の有無 

[胎児超音波]  

胎児徐脈の有無、心停止の有無 

 

⑤ 〈胎児手術日・帰室後〉チェック項目 

[バイタルサイン測定]  

母体血圧 

[母体状況]  

母体生存、母体肺水腫の有無、母体浮腫の有無、破水の有無、性器出血の有無、切迫早産の有無 

[母体超音波]  

羊水過少の有無、絨毛膜羊膜剥離の有無、常位胎盤早期剥離の有無 

[胎児状態]  

胎児生存 

[胎児超音波]  

臍帯動脈ドップラー 

 

⑥ 〈胎児手術術後 術後 7 日目〉チェック項目 

★術後 7 日目時点での評価★ 
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[臨床検査]  

尿：尿蛋白検査、尿糖定性  

血液：血算（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC 分画）、生化（AST、ALT、TP、CRP、クレアチニン） 

[バイタルサイン測定]  

母体血圧 

[胎児状態]  

CTG(子宮収縮の有無） 

[胎児超音波]  

臍帯動脈ドップラー、Biophysical profile（妊娠 25 週以降の症例のみ）、 

下肢運動機能モニタリング（足首、膝、股関節） 

 

★術後 7 日目までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[内診所見]  

子宮頸管長（<２㎝以下） 

[母体状況]  

母体生存、母体肺水腫の有無、母体浮腫の有無、破水の有無、性器出血の有無、切迫早産の有無、

創部感染の有無、子宮内感染の有無 

[母体超音波]  

羊水過少の有無、絨毛膜羊膜剥離の有無、常位胎盤早期剥離の有無 

[胎児状態]  

胎児生存 

[胎児超音波]  

水頭症の有無・左右側脳室サイズ 

 

⑦ 〈胎児手術 術後 30日目〉チェック項目 

★術後 30日目時点での評価★ 

[バイタルサイン測定]  

母体血圧 

[胎児状態]  

CTG（子宮収縮の有無） 

[胎児超音波]  

臍帯動脈ドップラー、Biophysical profile（妊娠 25 週以降の症例のみ）、下肢運動機能モニタリング

（足首、膝、股関節） 

 

★術後 8－30日目までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[内診所見]  
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子宮頸管長（<２㎝以下） 

[母体状況]  

母体生存、母体肺水腫の有無、母体浮腫の有無、破水の有無、性器出血の有無、切迫早産の有無、

創部感染の有無、子宮内感染の有無 

[母体超音波]  

羊水過少の有無、絨毛膜羊膜剥離の有無、常位胎盤早期剥離の有無 

[胎児状態]  

胎児生存 

[胎児超音波]  

水頭症の有無・左右側脳室サイズ 

 

⑧ 〈分娩前〉チェック項目 

★分娩前の評価★ 

[臨床検査]   

尿：尿蛋白定性検査、尿糖定性 

血液：血算（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC 分画）、生化（AST、ALT、TP、CRP、クレアチニン） 

 

⑨ 〈分娩時〉チェック項目 

★分娩時の評価★ 

[バイタルサイン測定]  

母体血圧 

[母体状況]  

分娩時出血量、輸血量、癒着胎盤の有無、子宮創部離開の有無、自然陣痛発来の有無、 

分娩理由（計画分娩、前期破水・陣痛初来・切迫早産・子宮破裂・胎児心拍異常・妊娠高血圧症候

群・胎盤早期剥離・子宮内感染・その他） 

[乳児状態]   

分娩週数、出生時児体重・身長、アプガースコア、髄膜瘤創離開の有無、髄液漏出の有無、下肢運

動機能モニタリング（MMT・神経学的病変レベル）、下肢変形・内反足・外反足の有無 

 

★術後 31－分娩までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[母体状況]  

母体生存、母体肺水腫の有無、母体浮腫の有無、破水の有無、性器出血の有無、切迫早産の有無、

創部感染の有無、子宮内感染の有無 

[母体超音波]   

絨毛膜羊膜剥離の有無、常位胎盤早期剥離の有無 

[乳児状態]   
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児生存の有無 

 

⑩ 〈分娩後 日齢 7 日〉チェック項目 

★日齢７日での評価★ 

[乳児状態]  

下肢運動機能モニタリング（MMT、神経学的病変レベル）、下肢変形・内反足・外反足の有無 

 

★日齢１－7 日までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[乳児状態]  

髄膜瘤創離開の有無、髄液漏出の有無、無呼吸発作の有無、気胸の有無、呼吸窮迫症候群の有

無、動脈管開存症の有無、敗血症の有無、壊死性腸炎の有無、脳室周囲白質軟化症の有無（超音

波もしくは MRI）、児生存の有無 

[水頭症治療歴]  

治療日、治療法（ドレナージ、シャント、リザーバー、その他） 

 

⑪ 〈分娩後 日齢 30日〉チェック項目 

★日齢 30日での評価★ 

[乳児状態]  

下肢運動機能モニタリング（MMT、神経学的病変レベル）、下肢変形・ 内反足・外反足の有無 

 

★日齢 8－30日までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[乳児状態]  

髄膜瘤創離開の有無、髄液漏出の有無、無呼吸発作の有無、気胸の有無、呼吸窮迫症候群の有

無、動脈管開存症の有無、敗血症の有無、壊死性腸炎の有無、脳室周囲白質軟化症の有無（超音

波もしくは MRI）、児生存の有無 

[水頭症治療歴]  

治療日、治療法（ドレナージ、シャント、リザーバー、その他） 

 

⑫ 〈生後 6 か月時〉チェック項目 

★生後 6 か月時での評価★ 

[乳児状態]  

下肢運動機能モニタリング（MMT、神経学的病変レベル）、下肢変形・ 内反足・外反足の有無 

 

★日齢 31日―生後 6 か月までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[乳児状態]  

髄膜瘤創離開の有無、髄液漏出の有無、無呼吸発作の有無、気胸の有無、呼吸窮迫症候群の有
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無、動脈管開存症の有無、敗血症の有無、壊死性腸炎の有無、脳室周囲白質軟化症の有無（超音

波もしくは MRI）、児生存の有無 

[水頭症治療歴]  

治療日、治療法（ドレナージ、シャント、リザーバー、その他） 

 

⑬ 〈生後 12か月時〉チェック項目 

★生後 12か月時での評価★ 

[乳児状態]  

下肢運動機能モニタリング（MMT、神経学的病変レベル）、下肢変形・ 内反足・外反足の有無 

[脊髄 MRI]   

キアリ奇形の有無、下垂長 

[頭部 MRI]  

水頭症の有無、左右側脳室サイズ 

 

★生後 6－12か月までに生じたイベント評価（イベントがあった時のみ評価） 

[乳児状態]   

児生存の有無、髄膜瘤の創離開の有無、髄液漏出の有無 

[水頭症治療歴]  

治療日、治療法（ドレナージ、シャント、リザーバー、その他） 

 

5.6. 併用禁止療法 

併用禁止療法はない。 

 

5.7. 推奨する後治療（妊娠管理） 

当該研究が中止となった場合でも、臨床で通常行っている妊娠管理は継続される。 

 

5.8. 推奨する後治療（乳児管理） 

当該研究終了後の乳児の管理は、二分脊椎治療チームが通常行っている管理にそって継続され

る。 

 

6. 評価項目 

6.1. 主要評価項目 

脊髄髄膜瘤胎児手術の有効性 

� 出生 12 ヵ月後での後脳ヘルニアの有病割合 

 

【設定根拠】 
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本研究の参考とした MOMS試験での主要評価項目は、① 出生 12 ヵ月後までの死亡あるいは脳室

腹腔内シャントの有無と、② 出生 30 ヵ月後の精神発達と運動機能の 2 つの複合エンドポイントが設

定され、出生 12 ヵ月後における後脳ヘルニアの有病割合は副次評価項目の 1 つとされていた。 

本研究は、MOMS 試験で既に脊髄髄膜瘤胎児手術の有効性と安全性が証明されていることから、実

施可能性と倫理的観点から脊髄髄膜瘤胎児手術単群の非盲検試験で、日本国内でも MOMS 試験と

同様の有効性と安全性が再現できるかを検討するための研究である。 

MOMS試験の主要評価項目の 1 つであるシャント術の有無については、適応基準が設けられてい

たが、適応基準に満たない場合でも担当医の判断でシャント術が実施されている症例も散見され、か

つ、国内外での適応基準が異なるなど、MOMS試験と同様の基準で比較することが困難である。一

方、脊髄髄膜瘤胎児手術により、脊髄髄膜瘤からの脳脊髄液の漏出によって生じると考えられている

脊髄腔圧減少を抑制することで、出生前に後脳ヘルニアを改善させ、さらには水頭症の発症を抑え、

出生後のシャント術を回避することが期待される。 

そのため、本研究では、より客観的に MOMS試験と比較した評価が可能となる出生 12 ヶ月後での

後脳ヘルニアの有病割合を主要評価項目とし、胎児/乳児死亡の有無及びシャント術の有無について

は、副次評価項目として設定することとした。  

 

6.2. 副次評価項目 

6.2.1 有効性評価項目 

(1)出生 12 ヵ月後での脳室腹腔内シャントの有無 

(2)出生 12 ヵ月後までの乳児死亡 

(3)手術の完遂 

 

6.2.2 安全性評価項目 

(1) 母体に発生した有害事象 

(2) 胎児/乳児に発生した有害事象 

 

6.2.3 その他の評価項目 

(1) 母体に対する評価項目 

� 手術後４週間以内での早産の有無 

� 分娩時の妊娠週数  

 

(2) 胎児/乳児に対する評価項目 

� キアリ奇形の下垂長 

� 水頭症の有無 

� 下肢の変形の有無 

� 下肢運動機能 
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(3) 臨床検査値（血液検査、尿検査） 

� 血液学的検査（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC 分画） 

� 生化学的検査（AST、ALT、TP、CRP、クレアチニン） 

� 尿検査(蛋白定性・糖定性) 

 

7. 統計学的事項 

7.1. 目標被験者数と設定根拠 

目標被験者数：15例 

登録期間：4年 

 

【設定根拠】 

本研究は、既に脊髄髄膜瘤胎児手術の有効性と安全性が証明されている MOMS試験の結果が

日本国内でも再現できるかを検討するために、実施可能性と倫理的観点から脊髄髄膜瘤胎児手術

単群で実施する非盲検試験である。 

しかし、MOMS試験の主要評価項目を構成するシャント術については、国内外の適応基準が異な

るなど、両試験の結果を比較するには限界がある。そのため、MOMS試験の副次評価項目である

出生 12 ヵ月後の後脳ヘルニアの有病割合を本研究の主要評価項目として、下記の設定の下で再

現性の検討を行う計画とした。 

本研究における主要評価項目である出生12ヵ月後の後脳ヘルニアの有病割合の期待値は、

MOMS試験成績（64%=45/70例）から65%と見積り、従来の出生後新生児閉鎖術における有病割合

については、MOMS試験の対照群及び成育医療研究センターでの治療成績（96～97%）から95%と

設定し、有意水準（片側）5%、検出力80%とした場合に必要となる症例数は12例と算出された。一

方、本研究における安全性評価項目やその他の評価項目の解析の精度をある程度に確保するた

め、若干の中止・脱落例を考慮し、目標症例数を15例と設定する。[20] 

なお、超音波による胎児診断が可能な脊髄髄膜瘤の発生頻度は 1/2,000人であり、実際日本で

は年間 200～400 例の脊髄髄膜瘤が出生しているが、本胎児手術適応症例は年間約 50 例である

と考えられる。[21] 実施可能性も含め、その約 1 割が本研究に参加されると仮定すると、リクルー

ト期間 4年間、評価期間 1年間とし、研究期間は全体で約 5 年半を計画している。  

 

7.2. 解析対象集団 

有効性及び安全性の評価項目の解析のいずれにおいても、プロトコル治療である脊髄髄膜瘤胎

児手術を施行されたすべての被験者・胎児/乳児を胎児手術施行集団として解析を実施する。 

 

7.3. 統計解析 

下記に本研究で実施する主な解析項目と解析手法を示すが、より詳細に記述した統計解析計画
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書を別途作成し、データ固定前までに確定する。統計解析計画書には、本章に記述する統計解析

の主要な特徴についてより詳細かつ具体的な規定を記述する。  

 

7.3.1 被験者背景 

主要な被験者背景（胎児性別、母体年齢、妊娠週数、経産回数、妊娠方法、子宮頸管長、母体

BMI、胎児髄膜瘤部位、胎児の下肢変形）は、要約統計量を用いて集計する。カテゴリーデータにつ

いては各分類カテゴリーの頻度と割合、連続データについては例数、平均値、標準偏差、最小値、

第一四分位点、中央値、第三四分位点、最大値等、を用いて要約する。以降の解析においても、要

約の際は上記と同様の要約統計量を用いることとする。 

 

7.3.2 主要評価項目 

胎児手術施行集団を対象として、主要評価項目である出生 12ヵ月後での後脳ヘルニアの有病割

合については、出生 12 ヵ月後の脊髄 MRI 検査により後脳ヘルニアを有する乳児の割合を算出する。

さらに、有病割合の 90%信頼区間を Clopper-Pearson法により算出し、その上限値が MOMS試験等

から推定される従来手術である脊髄髄膜瘤新生児手術における有病割合である 95%を下回るかを

検討する。  

 

7.3.3 副次評価項目 

7.3.3.1 有効性評価項目 

(1) 出生 12 ヵ月後での脳室腹腔内シャントの有無 

(2) 出生 12 ヵ月後までの乳児死亡 

胎児手術施行集団のうち乳児を対象として、出生日を起点とし、脳室腹腔内シャントあるいは

死亡のイベント発生までの時間について、Kaplan-Meier法を用いて生存曲線を推定し、90%信

頼区間とともにプロットする。また、出生 12 ヵ月後までの累積イベント発生率と 90%信頼区間

を算出する。 

さらに、MOMS試験と同様に死亡と脳室腹腔内シャント留置の複合イベント発生までの時間と

の関係についても同様に算出する。 

(3) 手術の完遂 

主要評価項目と同様に、脊髄髄膜瘤胎児手術が完遂できた胎児手術施行集団のうち胎児の

割合とその 90%信頼区間を算出する。なお、母体に対して開腹から閉腹まで手術を施行し、か

つ胎児に対して髄膜瘤閉鎖術が施行出来た場合を手術の完遂と定義する。 

 

7.3.3.2 安全性評価項目 

安全性評価については、対象となる母体と胎児/乳児に分けて記述的に解析する。プロトコル

治療に伴う有害事象の種類、重篤度、重症度、因果関係の有無、発現期間について、頻度と発

現割合を集計する。 
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特に、下記の有害事象については、MOMS 試験における評価項目として評価されていたため、

本研究で発現が認められた場合には、それぞれの有害事象について集計を行う。 

 

(1)母体に発生した有害事象 

死亡、絨毛膜分離、肺水腫、羊水過少、常位胎盤早期剥離、絨毛羊膜炎、妊娠高血圧腎症又

は妊娠高血圧、早期前期破水（37 週未満）、自然陣痛発来、分娩時の輸血 、帝王切開時の子

宮創部離開 

(2)胎児/乳児に発生した有害事象 

術中胎児心停止、術中胎児徐脈、低出生体重、髄膜瘤創離開、髄液漏出、無呼吸、気胸、呼吸

窮迫症候群、動脈管開存症、敗血症、壊死性腸炎、脳室周囲白質軟化症 

 

7.3.4 その他の評価項目 

7.3.4.1 母体に対する評価項目 

� 手術後４週間以内での早産の有無 

� 分娩時の妊娠週数 

 

7.3.4.2 胎児/乳児に対する評価項目 

� キアリ奇形の下垂長 

� 水頭症の有無 

� 下肢の変形の有無 

� 下肢運動機能モニタリング 

 

カテゴリーデータについては各分類カテゴリーの頻度と割合及び Clopper-Pearson法による 90%

信頼区間を、連続データについては例数、平均値/中央値、標準偏差/四分位範囲及び平均値/中

央値の 90%信頼区間を用いて要約する。 

 

7.3.4.3 臨床検査値(血液検査・尿検査) 

血液学的検査（WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、WBC 分画）、生化学的検査（AST、ALT、TP、CRP、クレ

アチニン)、尿検査(蛋白定性・糖定性)については、検査値の推移を示す。 

 

7.4. 欠測値の取り扱い 

原則として、欠測値の補完は行わない。 

ただし、主要評価項目において、分娩以前に死亡した胎児に対する出生 12 ヵ月後の後脳ヘルニ

アの評価については、後脳ヘルニア有（手術無効）とした解析の他、乳児のみを対象とした解析を実

施する。 
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7.5. 中間解析 

本研究では、プロトコール治療である胎児手術の安全性を確認するため、3 例目までは 1 例ごと

に効果安全性評価委員会を開催し、胎児手術の完遂状況と安全性の評価を行い、研究の継続の可

否を判断する。この間、新たな症例の登録は行わない。 

胎児手術に伴い因果関係が否定できない重篤な有害事象が 2例以上に発生した場合には、本研

究を中止あるいは安全性を確保するための研究計画書変更を行い、効果安全性評価委員会で継

続の可否を判断する。 

 

7.6. 解析計画の変更手順 

本研究開始後に解析計画の変更あるいは追加が生じた場合、その変更あるいは追加の妥当性、

及び研究の評価への影響を検討し、解析計画の変更あるいは追加に至った経緯を総括報告書に記

載する。  

 

8. 有害事象 

8.1. 有害事象の定義 

本研究においての有害事象は、被験者・胎児はプロトコール治療開始後から分娩時まで、乳児は

分娩後から研究終了時までに認めたあらゆる好ましくない症状、徴候（臨床検査結果異常を含む）

のうち、臨床的に問題があるものと定義する。プロトコール治療との因果関係は問わない。有害事象

が生じた場合、担当医師は速やかに必要な措置（検査、治療、プロトコール治療中止など）を行い、

被験者・胎児・乳児の安全の確保に努める。また、以下に定める手順に従い有害事象を評価する。 

 

8.2. 有害事象の有無判定 

研究責任者又は研究分担者は下記の判定基準に従って、有害事象の有無判定を行う。 

1) 自覚症状及び他覚所見 

研究責任者又は研究分担者は、プロトコール治療開始時に認められなかった自覚症状及び他

覚所見が、プロトコール治療開始後に新たに発現した場合、あるいはプロトコール治療開始時

に認められた自覚症状及び他覚所見がプロトコール治療開始後に悪化した場合、臨床的意義

を勘案して有害事象の有無を判定する。 

 

2) 臨床検査値又は他の安全性評価項目 

研究責任者又は研究分担者は、プロトコール治療開始時から変動した臨床検査値又は他の安

全性評価項目の異常について、臨床的意義を勘案して有害事象の有無を判定する。 

また、プロトコール治療開始時が異常値でプロトコール治療開始後に悪化した臨床検査値又は

他の安全性評価項目についても、臨床的意義を勘案して有害事象の有無を判定する。 
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8.3. 有害事象の評価 

研究責任者又は研究分担者は、観察された有害事象について、以下の項目を症例報告書に記

録する。有害事象が複数観察された場合には、事象ごとに記録する。  

 

1) 有害事象名 

徴候又は症状から診断名が特定される場合は、個々の徴候及び症状に優先して診断名を

記録する。徴候又は症状から診断名が特定されず徴候から症状が特定される場合は、個々の

徴候に優先して症状名を記録する。 

 

2) 発現日 

研究責任者及び研究分担者は、有害事象発現日を確認する。 

 

3) 有害事象の重症度 

研究責任者及び研究分担者は、有害事象の重症度を以下の 3段階で判定する。 

 

軽度 一過性で日常生活を損なわず、治療を要しない程度 

中等度 
日常生活に多少の支障をきたし、十分な不快感を与え治療を要する程

度 

高度 日常生活の遂行に大きな支障があり、入院など治療を要する程度 

 

4) 有害事象の重篤性 

下記基準に従い、「非重篤」又は「重篤」のいずれかに判定する。 

ただし、プロトコール治療開始前より予定していた手術・検査目的のための入院、切迫早産管

理あるいは、被験者又は胎児/乳児の処置・精査目的の入院については重篤な有害事象とは

しない。 

 

重篤 

① 死に至るもの 

② 母体又は児の生命を脅かすもの 

③ 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 

④ 子孫に先天異常を来すもの 

⑤ 治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの 

⑥ その他医学的に重大な状態と判断されるもの 

非重篤 上記に該当しないもの 

 

5) プロトコール治療と有害事象との因果関係 

下記基準に従い、「関連あり」、「関連が否定できない」、「関連なし」のいずれかに判定する。
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なお、プロトコール治療との「関連あり」又は「関連が否定できない」と評価した有害事象を「副

作用」と定義する。 

 

関連あり 
プロトコール治療との因果関係は妥当で、それ以外の（原疾

患・治療・薬物・検査等）原因ではないと考えられる。 

関連が否定できない 
プロトコール治療との因果関係は明らかではない。それ以外

の（原疾患・治療・薬物・検査等）原因の関与が考えられる。 

関連なし 
プロトコール治療との因果関係はなく、それ以外の（原疾患・

治療・薬物・検査等）原因の関与が考えられる。 

 

6) 予測可能性 

当該症例における予測可能性を「予測できない」、「予測できる」のいずれかに判定する。 

 

予測できない 

研究計画書又は同意説明文書に記載されておらず、予測すること

ができないもの、また、研究に適用可能な情報から予測可能であっ

ても、その発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生もしくは拡

大のおそれを示すもの 

予測できる 上記以外 

 

7) 本研究の措置 

当該症例における本研究の措置を「継続」、「中止」のいずれかに判定する。 

 

継続 本研究を継続した 

中止 本研究を中止した 

 

8) 有害事象に対する処置 

併用薬剤、併用療法等の有害事象に対する処置について、「なし」又は「あり」のいずれかに

判定する。「あり」の場合、併用薬剤や併用療法の追加・変更等の内容を確認する。 

 

9) 有害事象の転帰と転帰日又は転帰確認日 

有事象発現後の転帰を下記基準に従い評価し、転帰日を確認する。なお、回復又は死亡し

た場合はその確認日、それ以外の場合は児の生後 12か月又は中止時における転帰を評価す

る。 

 

回復 消失又は発現前の状態に回復した 

軽快 程度が軽減又はほぼ回復した 
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未回復 程度に変化がない又は悪化した 

回復したが後遺症あり 消失又は回復したが、後遺症がある 

死亡 有害事象が原因で死亡した 

不明 経過が、転院、転居等により追跡が不可能 

 

8.4. 有害事象発現時の対応 

研究実施中に「重篤な有害事象」が発現した場合、最善の処置を行い、経過を慎重に観察す

る。また、研究実施中に発生した「重篤な有害事象」については、下記に示す報告手順に従い研

究代表者（研究事務局）へ報告する。なお、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基

づく重篤な有害事象報告等の各施設の医療機関の長への報告についてはそれぞれの医療機関

の規定に従って、各研究責任者の責任において適切に行う。 

 

8.4.1. 一次報告 

緊急報告に該当する有害事象が発生した場合、施設の研究責任者又は研究分担者はすみや

かに研究代表者（研究事務局）に書面で報告し、「重篤な有害事象に関する報告書」にその時点

までに把握できている情報を記載し、速やかに研究代表者（研究事務局）に送付する。 

 

8.4.2. 二次（最終）報告 

施設の研究責任者又は研究分担者は、症状固定した時点等の適切な時期に「重篤な有害事

象に関する報告書」に記載して書面で代表者（研究事務局）に送付する。 

 

8.4.3. 代表者の対応 

報告を受けた研究代表者は、その対応方法を判断して適宜各施設の研究責任者に連絡する。

また、研究代表者は必要性を判断の上、効果安全性評価委員会に評価を依頼し、その勧告を受

けて対応（研究の中断・中止・継続など）を決定する。勧告を受けた対応については、直ちに各施

設の研究責任者に連絡し、周知徹底を図る。 

 

9. 被験者毎の臨床研究中止の基準及び手順 

9.1. 被験者毎の中止基準 

研究責任者又は研究分担者は、以下の場合には、当該被験者の研究を中止する。 

(1) 被験者より同意撤回の申し出があった場合、当該被験者・胎児/乳児の研究を中止する。 

(2) 有害事象の発現を認め、研究責任者が当該被験者・胎児/乳児についての研究の継続が困

難と判断した場合、当該被験者・胎児/乳児の研究を中止する。 

   ＊困難と判断する事例 

 ・登録後から胎児手術前までの期間に子宮内胎児死亡が確認された場合 

 ・登録後から胎児手術前までの期間に子宮口からの羊水の流出を認めた場合 
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 ・登録後から胎児手術前までの期間に母体全身状態の悪化（肺水腫など）を認めた場合 

(3) 被験者・胎児が適格基準を満たしていなかったことが判明した場合、当該被験者・胎児の研 

     究を中止する。 

(4) 本臨床研究全体が中止された場合、実施中の被験者・胎児/乳児の臨床研究は可能な 

時点で中止する。 

(5) その他、研究責任者又は研究分担者が、研究の中止を適切と判断した場合、当該被験者・乳

児の研究を中止する。 

 

9.2. 被験者毎の中止の手順 

研究責任者は被験者・胎児/乳児の研究の継続が可能かどうかを判断し、不可能な場合は中

止の手続きを行う。 

（1） 研究責任者もしくは研究分担者は、研究を中止する旨を当該被験者に速やかに説明し、適

切な医療の提供・健康管理の指導その他必要な措置を講じる。 

（2） 研究中止までに研究計画書に従って収集された被験者・胎児/乳児に関する情報は、研究

計画書「7．統計学的事項」に従い解析を行う。 

（3） 脊髄髄膜瘤胎児手術を受けた被験者・胎児/乳児については、研究中止後、通常の周産期

管理に準じた治療を行うとともに、安全性の確認を行うものとする。 

 

10. 臨床研究の終了又は中止及び中断の基準及び手順 

10.1. 研究の終了 

目標症例の登録が予定期間内に終了した場合、登録症例の最終研究期間終了日を研究の終了

とする。研究が終了したときは、遅滞なく、結果を公表する。結果の最終の公表を行ったときは、遅

滞なく研究機関に報告する。 

目標症例の登録が予定期間内に達しなかった場合、研究登録期間を含めた研究期間の延長を

申請する。 

 

10.2. 研究全体の中断・中止の基準及び手順 

10.2.1. 研究全体の中断・中止基準 

研究代表者は、以下の場合に、臨床研究全体を中止又は中断する。 

(1) 効果安全性評価委員会にて研究継続不可と判断された場合 

(2) 重篤な有害事象等の重大な事態が発生し、研究代表者が中断を必要と判断した場合 

(3) 被験者・胎児/乳児の安全性に関する重大な情報又は本臨床研究の実施に悪影響を及ぼす

可能性のある重大な情報を入手し、研究代表者が中断を必要と判断した場合 

(4) その他の理由により研究代表者が本臨床研究を中止もしくは中断すべきであると判断した場

合 



31 
 

 

10.2.2. 臨床研究全体の中断・中止の手順 

「10.2.1. 臨床研究全体の中断・中止基準」の 1）による中止の場合、研究責任者は新たな被験者

のエントリーを中止し、実施中の被験者の臨床研究を可能な時点で中止する。 

2）、3）による中断の場合は、研究責任者は速やかに研究機関の長に報告するとともに、効果安

全性評価委員会にも意見を聞き、新たな被験者のエントリーを中断する。また、胎児手術前の被験

者がいる場合には、新たな胎児手術は行わない。既に胎児手術を施行した被験者がいる場合には、

研究責任者は本プロトコールに従い、経過観察を行う。なお、効果安全性評価委員会から継続可能

と判断され、研究機関の長が倫理審査委員会の意見を受け、継続可能であるとの決定を下した場

合は再開することができるが、継続すべきでないとの決定を下した場合には、本臨床研究を中止す

る。 

臨床研究の中止の場合はいずれの場合においても、研究責任者は速やかに研究機関の長に中

止の連絡し、できる限り速やかに本研究の結果の概要を文書にまとめて報告を行う。 

 

11. 研究期間 

登録期間：研究機関の長の許可日より西暦 2024年 3月 31日まで 

研究実施期間：研究機関の長の許可日より西暦 2025 年 9月 30日まで 

 

12. インフォームド・コンセントを受ける手続き等 

   本研究実施に先立ち、倫理審査委員会の承認が得られた説明文書を被験者に渡し、本研究の参

加について自由意思による同意を被験者から文書で得る。被験者から得た研究参加時の同意をも

って、乳児の代諾者としての同意も得たものとする。同意撤回文書も合わせて渡し、いったん同意し

た後でも、いつでも撤回できることとする。説明文書に記載すべき事項は以下のとおりとする。 

1. 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

2. 研究機関の名称及び研究責任者の氏名（共同研究機関の名称及び研究責任者の氏名を含

む） 

3. 研究の目的及び意義 

4. 研究の方法（被験者から取得された試料・情報の利用目的を含む）及び期間 

5. 被験者として選定された理由 

6. 被験者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

7. 研究が実施又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 

8. 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによって 

被験者等が不利益な取扱いを受けない旨 

9. 研究に関する情報公開の方法 

10. 被験者等の求めに応じて、研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は   

     閲覧できる旨並びにその入手又は閲覧の方法 
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11. 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含む） 

12. 情報の保管及び廃棄の方法 

13. 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究 

  に係る利益相反に関する状況  

14. 被験者等及びその関係者からの相談等への対応 

15. 被験者等への経済的負担又は謝礼について 

16. 他の治療方法等に関する事項 

17. 被験者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

18. 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 

19. 被験者から取得された試料・情報について、同意を受ける時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又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、その旨と

同意を受ける時点において想定される内容 

20. モニタリングに従事する者及び監査に従事する者並びに倫理審査委員会が、当該被験者に

関する試料・情報を閲覧する旨 

 

 

13. 個人情報等の扱い 

被験者の同意取得後、データ管理などの症例の取り扱いは、個人を識別できる情報を直ちに匿

名化し、被験者識別コード又は登録番号により管理する。研究責任者は、被験者名簿及び氏名記

載同意書を施錠可能な書類保管庫に厳重に保管する。また、公表に際しては被験者・乳児の名前

が直接公表されることがない等、被験者・乳児の個人情報の保護については十分に配慮する。 

 

14. 被験者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益、これらの総合的評価並びに当

該負担及びリスクを最小化する対策 

14.1. 被験者に予測される利益 

米国で行われた脊髄髄膜瘤胎児手術（78名）と新生児手術（80名）を比較した MOMS試験[1]では、

胎児手術を行った場合、下肢の運動機能が改善し自立歩行できる可能性（補助具含む）が高くなり

（胎児手術 42％：新生児手術 21％）、キアリ II 奇形の合併が減少し（胎児手術 64％：新生児手術

96％）、水頭症が改善し脳室腹腔内ドレナージ術を必要率が減少し（胎児手術 40％：新生児手術

82％）、出生時の生活の質を改善すると考えている。 

 

14.2. 被験者に予測される負担 

胎児手術の特徴として、胎児に加えて健康な母親（被験者）も胎児手術を受ける事になる。米国で

は、上述の MOMS試験[1]における代表的な母体と胎児の合併症は表 1の通りである。 

母体の主な合併症として出血、常位胎盤早期剥離（胎児手 6％：新生児手術 0％）、前期破水（胎

児手術 46％：新生児手術 8％）、子宮切開創の菲薄化（25％）や創部離開（10％）が認められた。 
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胎児の主な合併症としては、術中修復時に一過性に徐脈になるリスク（胎児手術 10％：新生児手

術 0％）、早産（胎児手術 34.1週：新生児手術 37.3 週）が認められた。 

 

表１ 

 胎児手術 

（78名） 

新生児手術 

（80名） 

母親の転帰： 名 / (％) 

絨毛羊膜分離 20 （26） 0 

肺水腫 5 （6） 0 

NST+AFI＜８ 13 （17） 6 （8） 

羊水過少症 16 （21） 3 （４） 

常位胎盤早期剥離 5 （6） 0 

妊娠糖尿病 4 （5） 5 （6） 

絨毛羊膜炎 2 （3） 0 

子癇前症または妊娠高血圧症 3 （4） 0 

前期破水 36 （46） 6 （8） 

自然分娩 30 （38） 11 （14） 

出産時輸血 7 （9） 1 （1） 

出産時の子宮切開部位の状態 

無傷、治癒 49/76 (64)  

非薄化 19/76 (25）  

一部離開 7/76 (9)  

完全離開 1/76 (1)  

胎児または新生児の転帰： 名 /総数 (％)  

胎児または新生児の一過性徐脈 8 （10） 0 

周産期死亡 2 （3） 2 （2） 

早産 34.1週±3.1 37.3 週±1.1 

出生児の在胎週数 

<30週 10 (13) 0 

30-34週 26 (33) 4 (5) 

35-36週 26 (33) 8 (10) 

≧37 週 16 (21) 68 (85) 

出生時体重 

平均 ― ｇ 2383±688 3039±469 

３％未満 0 2 (2) 
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10%未満 3 (4) 7 (9) 

無呼吸 28/77 (36) 18/80 (22) 

気胸 1/77 (1) 1/80 (1) 

呼吸窮迫症候群 16/77 (21) 5/80 (6) 

動脈管開存症 3/77 (4) 0 

敗血症 4/77 (5) 1/80 (1) 

壊死性腸炎 1/77 (1) 0 

脳室周囲白質軟化症 4/77 (5) 2/80 (2) 

足の変形 39/78 (50) 36/80 (45) 

 

＊考えられるその他の合併症：胎児／新生児：早産に伴う合併症（未熟児網膜症、脳内出血、慢性

肺疾患など）、胎児水腫、腸穿孔、腎不全など 

 

14.3. 被験者に生じる負担を最小化する対策  

以下のような対策を講じている。 

●大阪大学 

・研究代表者の遠藤誠之（産婦人科医師）と、研究分担者の渡邊美穂（小児外科医師）は、米国医師

免許を取得し、胎児治療の臨床研修を、それぞれフィラデルフィア小児病院胎児診断治療センター、

シンシナティー小児病院小児・胎児外科で 2 年間修了し、２人とも本手術の助手経験があること。 

・本手術は多専門職種による手術であるため、フィラデルフィア小児病院を当院産科医・小児外科医

・脳神経外科医・手術部看護師も含めたチームとして訪れて、手術見学し、オンサイト・トレーニング

を受けたこと。 

 

●成育医療センター 

・日本最大の胎児治療センターであり、胎児治療の経験症例数が多いこと。 

・日本で唯一、直視下胎児手術症例の経験があること。 

・胎児手術チームのメンバーが、大阪大学で行う胎児手術を見学し、オンサイト・トレーニングを受け

た後から、本手術を開始すること。 

・成育医療センターで本手術を行う際に、大阪大学から、チームとしてサポートに行くこと。 

 

 

●共通 

・実際の手術の前に、シミュレーション・トレーニングを行うこと。 

・最初の数例に関しては、海外より医師を招聘して手術に実際に立ち会ってもらいながら、あるいはテ

レワークシステムを通じてリアルタイムに海外の経験ある医師からアドバイスをもらいながら手術を

行うこと。 
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15. 症例報告書 

本研究では、EDCシステムの電子症例報告書を使用する。 

15.1. 症例報告書の作成 

研究責任者又は研究分担者及び研究協力者は、同意取得後に登録番号を付与されたすべての

被験者について速やかにデータを入力することにより、電子症例報告書を作成する。電子署名し

た電子症例報告書を原本とする。 

 

15.2. 症例報告書の作成上の注意事項 

1) 交付されたユーザーID及びパスワードは、研究責任者、研究分担者及び研究協力者の     

各々が管理し、共有しない。 

2) データ入力は、入力権限を付与された研究責任者、研究分担者及び研究協力者が行う。 

3) 研究責任者、研究分担者及び研究協力者は、EDCシステム操作マニュアル及び入力規   

  則に従って、症例データを入力する。 

4) 研究責任者は電子症例報告書の全項目について入力できる。研究分担者は、電子署  

名以外の電子症例報告書の全項目について入力できる。研究協力者は、診療録、臨床検

査成績等からの転記等、医学的判断を伴わない項目について、原資料から転記できる。 

15.3. 症例報告書の確認、電子署名 

1) 症例報告書の確認 

研究責任者は、電子症例報告書が正確かつ完全に作成されていること、監査証跡や電子署

名情報が参照できることを確認する。 

2) 症例報告書の電子署名 

研究責任者は、EDCシステム上で電子症例報告書に電子署名を行う。 

 

16. 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む）の保管及び廃棄の方法 

本研究では生体試料の保管は行わない。研究責任者は、本研究に関する文書及び記録を施錠

可能な保管庫で厳重に保管管理する。電子データで保管する場合は、パスワードを設定した上で、

院内LANやインターネットから独立したパソコン又はUSBメモリ等の電磁的記録媒体にて保管し、使

用していない時は施錠可能な保管庫で厳重に保管管理する。少なくとも、本研究の終了について研

究機関の長に報告した日から5年又は研究結果の最終公表日から３年、もしくは論文等の発表から

１０年のいずれか遅い日まで保管し、廃棄を行う場合にあっては、個人情報や機密情報の漏洩がな

いように細心の注意を払い適切に廃棄する。 

 

17. 被験者から取得された試料・情報の2次利用について 

本研究で得られた情報は、将来の研究のために再度用いられる可能性又は他の研究機関に提

供する可能性があるが、その場合は、新たに研究計画書を作成し、当該研究に意見を聴くべき倫理
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審査委員会で承認を得た後に実施する。インフォームド・コンセントは、研究の内容にあわせて適切

な方法で行う。  

 

18. 研究機関の長への報告内容及び方法 

研究者等は当該研究機関のルールに則り、以下の報告を行う。 

・本研究の実施状況 

・重篤な有害事象 

・研究計画書からの逸脱 

・研究計画書の変更 

・研究終了の報告 

・その他、報告すべき事項 

 

19. 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研

究に係る利益相反に関する状況 

本研究は、日本医療研究開発機構の難治性疾患実用化研究事業、「先進医療B又は患者申出療

法制度によるエビデンス創出研究（先進等エビデンス創出）」からの研究費、及び、国立成育医療セ

ンターの成育医療開発費と大阪大学の運営交付金にて実施する。本研究に関して、起こり得る利害

の衝突や開示すべき利益相反はない。 

 

20. 研究に関する情報公開の方法 

本研究の概要は、国立大学附属病院長会議が設置している公開データベース（UMIN-CTR）に、

本研究の実施に先立って登録され、公開される。また、研究の進捗を適宜更新し、研究の終了につ

いても遅延なく報告する。 

 

21. 被験者等及びその関係者からの相談等への対応 

被験者等及びその関係者から相談等があった場合は、原則、研究代表者又は研究事務局に相

談し、措置を講じる。 

 

22. 被験者等への経済的負担又は謝礼の内容 

 

本研究で実施する胎児手術に関する費用は、校費もしくは本研究の研究費にて負担するが、そ

れ以外の診察や出産に関する費用は、通常の出産時と同様に患者の自己負担とする。また、今

回、研究対象者に対する謝礼等の支払いは行わない。 

 

23. 効果安全性評価委員会 

効果安全性評価委員会は、研究代表者からの要請に応じ、当該臨床研究期間中に得られた情



37 
 

報に基づき、当該臨床研究の継続、変更又は中止等について、研究代表者に提言することを目的と

して設置する。 

効果安全性評価委員会は、下記に該当する評価事項が得られた場合、開催されるものとする。 

・1症例目から3症例目まで胎児手術実施毎（中間解析） 

・研究計画書の重大な変更 

・母体・胎児/乳児における重篤な有害事象の発現 

・モニタリング等で重大な問題が認められた 

・その他、研究代表者が効果安全性評価委員会による審議が必要と判断した場合 

 

効果安全性評価委員会の評価結果は、研究代表者に報告される。研究代表者は評価結果を受

けて、自身の判断と共に、効果安全性評価委員会で中止が勧告された場合は研究機関の長を介し

て、倫理審査委員会に報告し、本研究の継続、変更又は中止等の判断を仰ぐ。 

また、研究責任者が必要と判断した場合も倫理審査委員会に報告し判断を仰ぐことができる。 

 

24. 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 

本研究の実施に伴い、健康被害が生じた場合、研究責任者又は研究分担者は速やかに適切な

治療、その他必要な措置を講じる。治療は、通常の健康保険で実施する。また、研究代表者は、本

研究に起因する健康被害による賠償責任が生じた場合及び被験者に健康被害が生じた場合の補

償金の支払いに備えて、臨床研究賠償責任保険に加入する。 

なお、本研究では、加入している臨床研究保険により「死亡・後遺障害に対する補償金」を支払

う。 

 

25. 臨床研究の品質管理 

研究責任者、研究分担者及び研究協力者は、本研究計画書を遵守して研究を行う。また、研究

責任者、研究分担者及び研究協力者は、臨床研究の実施に関わるそれぞれの手順書に従って研

究を行う。 

25.1. モニタリング 

被験者・乳児の人権、安全性及び福祉が保護されていること、臨床研究が最新の研究計画書、

及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施されていること、研究責任者又

は研究分担者から報告されたデータなどが正確かつ完全であることを、原資料などの臨床研究関

連記録に照らして確認するために「モニタリングに関する手順書」に従って実施医療機関へのモニタ

リングを定期的に実施する。 

 

25.2. データ管理 

欠測値、未記入値、誤記が疑われる異常値等に関して、データマネジメント責任者又はモニタリン

グに従事する者は、クエリ―を発行し、研究責任者等は、適切に回答又はデータ修正を行う。なお、
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詳細については別で定める。 

 

26. 研究の実施体制 

26.1. 研究代表者 

大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学  

兼任教授 遠藤 誠之 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2 

TEL:06-6879-3351 FAX:06-6879-3359 

 

26.2. 研究責任者 

大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学  

兼任教授 遠藤誠之 

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター  

センター長 左合 治彦 

〒157-0074  東京都世田谷区大蔵 2-10-1  

TEL：03-3416-0181 

 

26.3. 研究事務局 

大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科学  

助教 渡邉美穂 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2 

TEL:06-6879-3751 FAX:06-6879-3759  

 

26.4. データマネジメント責任者 

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 データセンター 

   今川 靖枝 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2   

TEL：06-6210-8318 

 

26.5. 統計解析責任者 

大阪大学大学院医学系研究科 医療データ科学共同研究講座 

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 データセンター 

特任教授 飛田 英祐 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2   

TEL：06-6210-8318 
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26.6. モニタリング責任者 

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 臨床研究センター モニタリンググループ 

樽井 弥穂 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2   

TEL：06-6210-8289 

 

26.7. 効果安全性評価委員会 

産業医科大学 産婦人科  

教授 吉野 潔 

〒807-0804 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘 1番 1号  

TEL：093-603-1611 

 

大阪母子医療センター 小児外科 

部長 臼井 規朗 

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町 840  

TEL:：0725-56-1220 

 

大阪母子医療センター 新生児科 

副部長 平野 慎也 

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町 840  

TEL:：0725-56-1220 

 

27. 臨床研究の倫理的実施 

本臨床研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に留意し、「人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針」及び本研究計画書を遵守して実施する。 

27.1. 倫理審査委員会 

本研究実施前及び研究実施期間中を通じて、各研究機関にて開催される倫理審査委員会に

おいて、本試研究の実施、継続等について倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から承認を

行うものとする。各研究機関の研究責任者は、研究計画書、症例報告書の見本、説明文書・同意

書など審査の対象となる文書を倫理審査委員会に提出する。 

 

27.2. 被験者の人権 

研究責任者及び研究分担者は、被験者の人権の保護の観点から被験者の健康状態、症状、年

齢、性別、同意能力等を十分考慮し、本臨床研究への参加を求めることの適否については慎重
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に検討する。また、社会的に弱い立場にある者を被験者とする場合には、特に慎重な配慮を払う。 
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1. はじめに 

この説明文書は、「脊髄
せきずい

髄
ずい

膜
まく

瘤
りゅう

胎児
た い じ

手 術
しゅじゅつ

の早期安全性研究」の内容を説明したものです。 

 近年の研究により、『胎児期に行われる髄膜瘤閉鎖（脊髄髄膜瘤胎児手術）』は、従来行わ

れている『生まれた後に行われる髄膜瘤閉鎖（脊髄髄膜瘤新生児手術）』に比べ、お子様の

神経機能が改善する事が示されました。現在では、胎児手術は脊髄髄膜瘤の治療選択の一つ

となり、海外の主たる胎児治療センターで積極的に行われています。 

 この説明文書は、お子様の病態・脊髄髄膜瘤胎児治療を十分理解していただくために用意

されています。スタッフは、皆様の納得いく治療選択ができるように手伝いいたしますので、

わからないことや疑問点などありましたら、いつでも遠慮なくお尋ねください。 

なお、この研究は大阪大学医学部附属病院の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. 脊髄髄膜瘤と手術療法（生後すぐの新生児手術から胎児中期の胎児手術へ） 

脊髄髄膜瘤とは、胎生 4 週時に発症するに神経管
しんけいかん

閉鎖
へ い さ

不全
ふ ぜ ん

が原因で起こると言われてお

り、脊髄が皮膚・筋肉・脊椎に覆われず外表に露出し、脊髄神経によって影響される部位の

機能障害（両足の運動や間隔の障害、膀胱直腸障害など）を生じたり、キアリⅡ型奇形（小

脳や脳幹の一部が頭蓋骨から脊椎に落ち込んだ状態）による後脳ヘルニアや水頭症などを

合併する先天性奇形です。脊髄髄膜瘤の原因の一つとして葉酸不足が要因の一つともされ

ています。また、日本では欧米化した食事により発生率が継続的に増加していると言われて

いますが、原因が特定できないことも多くあります。 

脊髄髄膜瘤のお子様に対して、これまでは、生まれた後 1-2日目に、背中に露出してい

る脊髄髄膜瘤を周囲組織から剥離
は く り

し、皮膚・皮下組織で髄膜瘤を覆うという、髄膜瘤閉鎖術

（脊髄髄膜瘤新生児手術）を行っておりました。これは、主に髄膜炎を防ぐことが目的で、

残念ながら、足の神経や排尿・排便をつかさどる神経機能の改善には寄与していませんでし

た。一方、近年の研究にて、お母さんのおなかの中にいる間（胎児期）に髄膜瘤閉鎖術（脊

髄髄膜瘤胎児手術）を行うと、生まれた後の髄膜炎を予防できる他、足の神経の機能が良く

なること、一人で動ける可能性が高くなる事、水頭症（側脳室という脳の一部に水がたまる）

が改善しその後脳室腹腔ドレナージ術をしなくてもよい可能性が高まる事が分かってきま

した。この胎児中期に行う髄膜瘤手術（脊髄髄膜瘤胎児手術）は、米国において新生児期に

行う髄膜瘤手術（脊髄髄膜瘤新生児手術）と比較した前向き臨床研究（MOMS 試験）によ

り、効果と安全性が、既に証明されています。 
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3. 脊髄髄膜瘤胎児手術を安全に実施するための準備状況 

研究責任者の遠藤誠之（産婦人科医師）と、研究分担者の渡邊美穂（小児外科医師）は、

米国医師免許を取得し、胎児治療の臨床研修を、それぞれフィラデルフィア小児病院胎児診

断治療センター、シンシナティー小児病院小児・胎児外科で 2 年間修了しております。２

人とも本手術の助手経験があります。 

また、本手術は多専門職種による手術であるため、フィラデルフィア小児病院を当院産科

医・小児外科医・脳神経外科医・手術部看護師も含めたチームとして訪れて、手術見学し、

オンサイト・トレーニングを受けました。さらに実際の手術の前には、シミュレーション・

トレーニングも行います。特に、最初の数例に関しては、海外より医師を招聘あるいはテレ

ワークシステムによってアドバイスを受けながら手術を行います。 

 

4. 脊髄髄膜瘤胎児手術の日本での現状 

この脊髄髄膜瘤胎児手術は、まだ日本では標準治療として行われていません。しかし、

お子様の神経機能と生活の質を改善させる可能性があり、日本での普及が期待されていま

す。 

 

5. 本研究の目的とその内容 

1）研究の目的について 

私たちは、胎児手術は、脊髄髄膜瘤を持つお子様（軽症を除く）の症状と生活の質を改善

させることができる治療法であると考えております。 

脊髄髄膜瘤では、髄膜瘤病変よりおしり側の脊髄が支配している神経が子宮内で損傷を

受けます。その為、足、膀胱、直腸の神経機能が低下し、以下の事が生じます。 

・下肢が自由に動かせないので、行動するには足の装具や車椅子が必要です。 

・下肢の感覚が麻痺しているので、足に褥瘡を作る事があります。 

脊髄髄膜瘤修復後 脊髄髄膜瘤 

イラスト：日本胎児治療グループ,Japan Fetal Therapy Group（https://fetusjapan.jp/）  2020  

正常 



  

 
 

4 
 

・おしっこが自分で出来ないので、数時間ごとの導尿を行います。 

・うんちが漏れてしまうので、お薬や洗腸などの対応を行います。 

その他、脊髄髄膜瘤が影響して、下記の状態を合併します。 

・後脳ヘルニア（キアリ II 奇形）があると、呼吸を止めるなどの症状が生じる事がありま

す。 

・水頭症（脳の中の側脳室という部分に脳脊髄液という水がたまる）が進行すると、脳 

室腹腔内シャント（脳脊髄液を側脳室からおなかの中に流すためのチューブ）の手術が

必要です。 

・おしっこを出すための導尿がうまく行かないと、膀胱尿管逆流症（おしっこが膀胱か 

ら尿管・腎臓へ逆流する）を生じ、尿路感染症を起こしやすくなり、腎臓の機能が悪く

なることがあります。 

 

近年米国で行われた脊髄髄膜瘤胎児手術（78名）と新生児手術（80名）を比べた研究

（MOMS試験）において、胎児手術を行ったグループでは、上記の症状のうち下肢の運動

機能が改善し自立歩行できる可能性（補助具なし）が高くなり（胎児手術 42％：新生児手

術 21％）、後脳ヘルニアの合併が減少し（胎児手術 64％：新生児手術 96％）、水頭症が

改善し脳室腹腔内シャント術を必要とする率が減少する（胎児手術 40％：新生児手術 82％）

ことが示され、お子様・ご家族の生活の質が明らかに改善しました。 

 本研究の目的は、海外で行われている脊髄髄膜瘤胎児手術を、日本においても有効で安全

に行えることを目的に、多施設共同研究として実施しています。 

 

2）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。 

 

●胎児 

主な参加条件 

1) 胎児診断された胸椎 1-仙椎 1レベルの脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披裂の胎児 

2) 後脳ヘルニア合併症がある胎児 

3) 手術日が妊娠 19週 0日から 25週 6 日の胎児 

4) 単胎の胎児 

 

主な参加していただけない条件 

1) 脊髄髄膜瘤に関連しない重篤な先天性奇形合併がある胎児 

2) 脊椎後弯 30度以上の胎児 

3) 多胎である胎児 
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●母体（あなた） 

主な参加条件 

1） 同意取得時の年齢が 20歳以上の方 

2） 本研究の目的及び内容を説明し、同意文書に署名をいただいた方 

 

主な参加していただけない条件 

1） 子宮頸管長＜20㎜の方 

2） 早産既往（＜37週）の方 

3） 子宮頸管無力症の方 

4） 常位胎盤早期剥離の既往がある方 

5） 前置胎盤の方 

6） 肥満（BMI＞35）の方 

7） 妊娠前からのインスリン治療を要する糖尿病の方 

8） Rh血液型不適合の方 

9） 母体HIVウイルス陽性、B型肝炎ウイルスHBe抗原陽性、C型肝炎ウイルス抗 

体陽性の方 

10） 子宮奇形の方 

11） 既往子宮手術（帝王切開も含む）を受けたことがある方 

12） 社会的サポートが得られない方 

13） 精神的疾患を有する方 

14） その他、研究責任者、研究分担者が本研究の対象として不適当と判断した方 

その他、研究に参加するためにはいくつかの基準があります。また、研究参加に同意さ

れた後でも、その基準にあてはまるかどうかの事前の検査の結果によっては参加いただ

けない場合もあります。 

 

2）研究の方法 

この臨床研究に参加の同意を文書で頂いた後で、上記条件を満たす方を対象に研究にご参

加いただきます。 

 

●研究の流れ 

 

 

 

 

 研究の同意 
お子様の定期診察 帝王切開による分娩（37

週以降または分娩時） 

脊髄髄膜瘤胎児手術 

妊娠中 分娩 分娩後 

乳児退院後 

乳児退院後 
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●脊髄髄膜瘤胎児手術 

以下の方法で脊髄髄膜瘤胎児手術を行います。 

① 手術前に手術による子宮収縮を予防するために、子宮収縮抑制剤（インドメタシン

坐剤（＊日本では妊婦禁忌の薬剤です（注１））を投与します。 

② 母親に硬膜外麻酔・全身麻酔をかけます。 

③ 母親の下腹部に 10㎝程度の皮膚・皮下切開をおき、子宮を露出させます。 

④ 超音波装置を用いて、胎児・胎盤の位置を確認します。 

⑤ 胎盤から十分離れた位置で子宮を 5㎝程度切開します。 

⑥ 胎児の背中にある脊髄髄膜瘤の閉鎖術を行います。 

髄膜瘤が小さければ、左右皮膚・筋肉を直接縫合します。髄膜瘤が大きければ、人

工皮膚を用いて閉鎖します。 

⑦ 子宮壁、腹壁を閉じて手術終了です。 

⑧ 手術後は、安静や子宮収縮抑制剤を使用しながら子宮収縮を防いで、可能な限り長

期に妊娠継続できるように管理します。入院期間は約 30日程度で、その後は外来

で経過観察を行いますが、状況に応じて変更する場合もあります。妊娠 37週以降

で帝王切開による出産が目標です。 

 

この方法は海外の代表的な胎児治療施設で一般的に行なわれている方法です。私たちは

本研究の中で、日本における脊髄髄膜瘤胎児手術の安全性を確立したいと考えています。 

 

（注１）本研究は、安全に脊髄髄膜瘤胎児手術を実施するために、米国で行われたMOMS

試験にできるだけ合わせた方法を選択しています。インドメタシン坐剤は、日本では妊婦禁

忌の薬剤ですが、MOMS試験では手術中と手術後の子宮収縮を予防するためには必要な薬

剤として使用されています。そのため、本研究でも使用しています。 
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●研究スケジュール 

  

評価項目

同意 登録時*2 登録
胎児手術術

前

胎児手術

日・術中

胎児手術

日・帰室後

術後7日目

まで

胎児手術

術後7日

術後8~ 30

日まで

胎児手術

術後30日

術後31日

~分娩まで
分娩前 分娩時 日齢1~ 7日

分娩後

日齢7日

日齢8~ 30

日

分娩後

日齢30日

日齢31日

~生後6ヶ

月

生後6か月
生後6

～12ヶ月
生後12か月

許容範囲
胎児手術日

－14日～－1日
±３日 ±3日 分娩前 ＋7日 ±7日 ±14日 ±14日

同意 〇

登録 〇

母体

母体背景 〇

身長、体重    〇*1

血圧 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

血液検査 〇 〇 〇

血液型 〇  

尿検査 〇 〇 〇

心電図 〇

胸部レントゲン 〇

母体超音波検査 〇 〇 〇

母体状況 〇 〇 〇

手術情報 〇

胎児/乳児

〇 〇 〇 〇 〇 〇

胎児／MRI 〇

胎児状態 〇 〇 〇 〇 〇

乳児／脊髄MRI 〇

乳児／頭部MRI 〇

乳児状態 〇 〇 〇 〇 〇

安全性評価

母体有害事象

イベント評価 ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ ҭ

胎児／超音波検査

乳児退院後分娩妊娠中

臨床検査

分娩後

内診所見／子宮頚管長

*1：非妊娠時および登録時体重

*2：妊娠確認以降のデータがある場合は実施不要

       複数データがある場合は、登録時直近のものを採用

●：イベント発生時に評価

胎児／乳児有害事象
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●研究中の評価項目 

研究中は、スケジュールに沿って次のような検査を行います。 

1) 母体背景 

年齢、妊娠数週、分娩予定日など、妊娠に関することをお聞きします。また、身長、体

重や血圧を測定します。 

2) 内診所見/子宮頚管長 

経腟エコーにて頸管の長さを測定します。 

3) 臨床検査 

採血、尿検査を実施します。 

検査の詳細な検査項目は以下となります。 

血液型 ABO 血液型、Rh(D)型、間接クームスもしくは不規則抗体 

血液学的検査 WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、 WBC 分画 

血液生化学的検査 
AST、ALT、TP、クレアチニン、CRP（胎児手術後より測

定）、 

尿検査 尿蛋白定性、尿糖定性 

 

4) 心電図・胸部レントゲン 

5) 母体超音波 

超音波検査で、羊水の量などを確認します。 

6) 母体状況 

浮腫（むくみ）や破水の有無などを確認します。 

7) 手術情報 

胎児手術時の手術時間や出血量、分娩時の出血量などを調べます。 

8) 胎児超音波 

胎児の脈拍の速さや心臓の動きなどを確認します。 

9) 胎児 MRI 

MRI 検査で脳の状態を確認します。 

10) 胎児状態 

陣痛計を装着し、胎児の状態を確認します。 

11) 新生児脊髄/頭部 MRI 

MRI 検査で、赤ちゃんの脳の状態を確認します。 

12) 新生児状態 

赤ちゃんの身長・体重や、足の変形や運動機能等を確認します。 

13) イベント評価 

イベントがあった時のみ実施いたします。 

イベントが発生した時期に応じて、母親や胎児/赤ちゃんの状態を確認します。 
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6. 実施予定期間と目標症例数 

この研究は、2024 年 3月末まで行われます。また、15人の患者さんに参加していた

だく予定です。 

 

7. 予想される利益と不利益 

１）予想される利益 

 近年米国で行われた脊髄髄膜瘤胎児手術（78名）と新生児手術（80名）を比べた研究

では以下のような結果が示されています。 

胎児手術を行った場合、下肢の運動機能が改善し自立歩行できる可能性（補助具含む）が

高くなり（胎児手術 42％：新生児手術 21％）、キアリ II 奇形の合併が減少し（胎児手術

64％：新生児手術 96％）、水頭症が改善し脳室腹腔内ドレナージ術を必要率が減少し（胎

児手術 40％：新生児手術 82％）、出生時の生活の質を改善すると考えています。 

 

２）予想される不利益 

 胎児手術の特徴として、胎児に加えて健康な母親も胎児手術を受ける事になります。開腹

手術を行うため、手術による感染のリスクとそれに伴う早産、さらには腹腔内臓器の損傷な

ど、外科的手術に伴うリスクがあります。さらに妊娠している子宮壁に 5 ㎝の切開創をお

くために、妊娠満期前に子宮収縮を起こすリスクが増えます。また、米国で行われた脊髄髄

膜瘤胎児手術（78名）と新生児手術（80名）を比べた研究結果では、主に以下の結果が

得られていますので、同様の事象が発生する可能性もあります。 

脊髄髄膜瘤胎児手術に伴う母体の合併症として出血、常位胎盤早期剥離（胎児手術 6％：

新生児手術 0％）、前期破水（胎児手術 46％：新生児手術 8％）、子宮切開創の菲薄化(25%)

や創部離開(1%)がありました。胎児の合併症としては、術中修復時に一過性徐脈（胎児手

術 10％：新生児手術 0％）、早産（胎児手術 34.1 週：新生児手術 37.3 週）がありまし

た。 

胎児手術の後は、妊娠 37 週以降での帝王切開による出産が目標となりますが、術後はい

つでも早産になるリスクが伴い、定期的なフォロー、安静、子宮収縮抑制剤などの治療が必

要です。使用する子宮収縮抑制剤の中には、胎児の動脈管閉鎖や腎機能不全、羊水過少を起

こす可能性のある薬剤（インドメタシン坐剤（＊妊婦禁忌の薬剤です）も含まれます。万が

一、合併症が起こった場合、お子様は流早産となり、結果的にお子様を救えないという可能

性もあります。また、極めて早い早産の場合は、重篤な合併症が起こる可能性があります。 

 又、胎児に手術を行うために健康で本来ならば手術の必要ないあなたが手術を受ける事

に対して、お子様に有益である事と同時にあなたへの安全性、倫理的な配慮が必要と考えて

おります。 

上記に述べたように、脊髄髄膜瘤胎児手術が母体・胎児へもたらす影響は少なくありませ
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ん。その為、ご家族の方には、従来行われていた脊髄髄膜瘤新生児手術と本研究の脊髄髄膜

瘤胎児手術をしっかり理解していただき、予想されるお子様が受ける利益とあなた・お子様

が受ける侵襲・危険性などのリスクを天秤にかけ判断していただく事が重要です。脊髄髄膜

瘤胎児手術を行える時期は限られている為に、診断されてから決断するまでに時間的余裕

がないこともあります。その時でも十分な説明を受ける事が重要ですので、分からないこと

がありましたらいつでもご質問ください。 

また、研究中及びその後の診察でも安全性の管理に努め、副作用など好ましくない事象が

起こった際には安全確保を第一優先に迅速かつ適切な処置を行うことにより、安全確保に

全力を尽くしますので、異常があれば担当医や末尾のお問い合わせ先・相談窓口までご連絡

ください。 

 

8. 他の治療方法等  

今回の研究に同意しなくても、あなた、さらにお子様に不利益はありません。通常通り、

妊娠中は胎児の状態を確認しながら、通常妊娠 38 週前後で帝王切開による出産を目標と

します。生後 1-2 日目に標準治療である髄膜瘤閉鎖術（脊髄髄膜瘤新生児手術）を行いま

す。その後のフォローは脊髄髄膜瘤胎児手術と同様の対応をします。 

 

9. 参加について 

 本研究に参加されるかどうかの選択は自由であり、ご自身でお決めいただきます。本研究

の参加に同意された場合は、お子様が本研究に参加することにも同意したことになります。

この研究への参加を拒否したからといって、この病院での今後の治療において、あなたやお

子様が不利益となることはいっさいありません。また、研究に参加することに同意してもい

つでも参加を中止することが出来ます。ただし、それまでに得られた結果については使用さ

せていただきます。 

また、研究参加中に、研究参加の継続について、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、

あなたやお子様の安全を守り、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。 

 

10. 本研究の安全性と正確性を確保するために  

研究が安全に、かつ実施計画書に従って実施されているか、データが正確に収集されてい

るかを確認する目的で、モニタリングに従事する担当者が定期的にモニタリングを行いま

す。また、必要に応じて、監査に従事する担当者や倫理審査委員会の構成委員がこの研究が
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適切に行われているかを確認します。 

 

11. 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、いつでも辞めること

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。 

 ・有害事象＊の発現を認め、研究責任者等が研究の継続が困難と判断した場合 

 ・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 

 ・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 

・効果安全性評価委員会＊にて研究継続不可と判断された場合 

 

＊有害事象：研究や手術との因果関係の有無を問わず生じた全ての好ましくない、又は意図

しないも傷病若しくはその徴候 

＊効果安全評価委員会：研究の安全性等を評価する、研究責任者等から独立した委員会          

 

12. 情報の２次利用について  

今回の研究で取得された試料・情報について、今の時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又は他の研究機関に提供する可能性があります。現時点で考えられ

る可能性としては、先進医療へ申請するときに今回の情報を使用する予定です。 

 

13. 研究に関する情報公開の方法 

この研究が審査された倫理審査委員会の会議の記録の概要は、厚生労働省倫理審査委員

会報告システムで公表しております。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 臨床研

究登録システム（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。 

また、研究結果は、学会や学術雑誌および公開データベース上等で公に発表されることが

あります。しかし、個人情報は消去するため、参加された方の氏名などは全くわかりません。 

 

14. 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。 
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15. 個人情報等の取扱い 

あなたやお子様のカルテや病院記録などから得られるお名前、カルテ番号、電話番号、住

所などあなたやお子様のプライバシーの保護には十分配慮いたします。この研究を通じて

得られたあなたやお子様に関する記録は、担当医師や研究の管理者のほか、モニタリングに

従事する担当者、監査に従事する担当者や倫理審査委員会の構成委員などの関係者が閲覧

することがありますが、これらの人達は、法律上の守秘義務があり、あなたやあなたのご家

族の個人情報が外部に漏れる心配は一切ありません。また、あなたやお子様のお名前や個人

を特定できるような情報が研究結果の報告や発表に使用されることはありません。 

 

16. 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

この研究で得られたあなたやお子様の情報は、この研究の目的以外に使用することはあ

りません。また、この研究で収集したあなたやお子様の情報は、研究終了報告日から５年ま

たは研究結果の最終公表日から３年、または本研究の結果が医学雑誌等に発表されてから

１０年間、適切に保管された後に復元できないような形で破棄します。 

 

17. 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

（COI）」といいます。当院では利益相反（COI）の管理を、臨床研究利益相反審査委員会が

行っており、我々は研究実施に際し、臨床研究利益相反審査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。 

この研究は、日本医療研究開発機構の難治性疾患実用化研究事業、「先進医療 B又は患者申

出療法制度によるエビデンス創出研究（先進等エビデンス創出）」からの研究費、及び、国

立成育医療センターの成育医療開発費と大阪大学の運営費交付金で実施します。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。 

 

18. 費用について 

研究期間中の胎児手術にかかる費用は校費もしくは本研究の研究費で負担しますが、そ

れ以外の入院費用や出産にかかる費用、検査費用等は、通常診療と同じように健康保険によ

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。 

なお、今回研究参加に伴う謝礼金のお支払いはありません。 

 

19. 健康被害が生じた場合の補償について 

本研究に伴って健康被害が発生した場合、担当医師は速やかに必要な対応（検査、治療
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など）を行い、あなたやお子様の安全確保に努めます。健康被害に対する治療は、保険診

療で行います。また、本研究に関して保険に加入しており、死亡または後遺障害１級及び

２級が残った場合は、その健康被害に対して補償を受けることができます。ただし、その

健康被害がこの臨床研究と全く関係ない他の原因などで起こった場合に加え、あなたが担

当医師の指示に従わなかったため健康被害が生じた場合など、あなた自身の責任（故意ま

たは重大な過失）による場合は、補償が受けられなかったり、補償が制限されたりするこ

とがあります。健康被害が発生した場合には、「お問い合わせ先・相談窓口」に記載され

た連絡先にご連絡ください。 

 

20. 最後に 

お子様が脊髄髄膜瘤と胎児診断された場合、海外では、生まれた後に行う新生児手術、胎

児期に行う胎児手術、場合によっては中絶の選択肢があります。現在の日本では妊娠を継続

し新生児手術を行うか、中絶かの選択肢しかありません。残念ながら、新生児手術を行って

も脊髄神経の予後を改善させることはありません。繰り返しになりますが、本研究の目的は、

日本における脊髄髄膜瘤の患者さんに恩恵のある脊髄髄膜瘤胎児手術を安全に行い、今後

日本での脊髄髄膜瘤に対する治療選択を増やすようにすることです。 

 この研究に参加されるかどうかはあなたの自由意思でお決めください。この文章を読ま

れてよくわからないことがあればお尋ね下さい。本研究に参加していただけるなら同意書

に署名をお願い致します。 

 

21. 研究組織 

この研究は大阪大学医学部附属病院が主体となり実施します。全国の 2 施設が参加予定

です。 

 【研究代表者】（研究全体を統括する研究者） 

大阪大学医学部産科婦人科学教室  

遠藤誠之 

 【研究事務局】（事務的な業務を行う施設） 

大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科学  

渡邊美穂 

【参加予定施設・研究責任者】 

 大阪大学医学部附属病院 産婦人科  

遠藤誠之 

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター  

左合治彦 
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22. お問い合わせ先・相談窓口 

大阪大学医学部産科婦人科学教室 

遠藤 誠之（研究責任者） 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘２−２ 

TEL: 06-6879-3351 
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