多施設共同研究による川崎病感受性遺伝子解析
1. 研究の対象
2002 年 4 月 23 日～2014 年 4 月 30 日に当院で「川崎病の感受性遺伝子解析に関する研究」に同意をされた方
2. 研究目的・方法
「川崎病の感受性遺伝子解析に関する研究」に参加された患者さんを対象に、採取した試料（血液）を用いて
新たな研究「多施設共同研究による川崎病感受性遺伝子解析」を行います。
この研究の目的は、川崎病のかかりやすさや治療の効きやすさなどが生まれながらの体質（遺伝的素因）と関
係するかどうか、血液から取り出した DNA で調べることです。
方法は、血液を通常診療の方法の場合と同様の方法で約２～3ml（通常の診療採血と同等の量）採血します。
採血にともなう身体の危険性はほとんどありません。血液中の白血球に含まれる DNA という物質を取り出し、
これを調べます。
調べる対象となる遺伝子は、
既に川崎病との関連が分かっている ITPKC、
CASP3、
BLK、CD40、
FCGR2A、HLA という遺伝子や、川崎病との関連がまだ分かっていないが関係する可能性のある数多くの遺伝
子です。場合によっては、御家族が今までにかかった病気について詳しい説明をお願いすることもあります。将
来、この病気の発症に関係のある遺伝子が見つかった場合には、その遺伝子をさらに詳しく調べ、その際、お子
さんの診療記録を使わせていただきます。
3. 研究に用いる試料・情報の種類
試料：血液
情報：生年月日、既往歴、家族歴、主要症状、治療内容・効果、心合併症 等
4. 外部への試料・情報の提供
研究機関（Data Provider）への試料および情報の提供は、これらが誰のものか分からないようにした上で、特
定の関係者以外が関与できない状態で行います。外部へ提供する際に誰のものか分からないようにするために対
応表を使用しますが、この対応表は当院の個人情報管理者が保管管理します。
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6. 利益相反について
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7. お問い合わせ先
本研究に関するご質問等がありましたら以下の連絡先までお問い合わせください。
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