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平成２５年度第５回医学部医の倫理委員会議事要旨 

 

日 時  平成２５年８月２６日（月） １５時００分～１６時５５分 

場 所  本部棟５階 第一会議室 

出席者  井川委員長、原田委員、吉田委員、杉本委員、長井委員、北川委員、廣瀬委員、 

山﨑委員、瀬戸委員、猪原委員、佐藤委員 

欠席者  竹下委員 

委員以外の出席者 廣富准教授（大学院総合理工学研究科）、紫藤教授（環境生理学）、金沢助 

教（内分泌代謝内科）、中川医科医員（神経内科）、新原講師（皮膚科）、百 

留助教（消化器・総合外科学）、竹谷講師（輸血部）、松下医科医員（病理 

部）、森田教授（皮膚科学） 

 

    ○ 本委員会は、本学医学部医の倫理委員会規則第５条の規定に基づく３分の２以上の出席

を得て成立した。 

    ○ 平成２５年７月２３日開催の平成２５年度第４回医学部医の倫理委員会の議事要旨につ

いて、了承した。 

 

 

議題１． 

人間を対象とする医学の研究及び臨床応用申請書の審査について 

（１）課題名：大学院総合理工学研究科 准教授  廣富 哲也 

   課題名：歩行車用ブレーキアシストの開発と評価 

・・・・・・資料１ 

井川委員長より、資料１について大学院総合理工学研究科 廣富准教授から申請があり、予

備審査を８月７日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があっ

た。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請

について承認した。 

 

（２）申請者：環境生理学 教授  紫藤 治 

課題名：調湿木炭による居住環境改善が人体機能に与える影響 

・・・・・・資料１１ 

井川委員長より、資料１１について環境生理学 紫藤教授から申請があり、予備審査を８月

７日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請
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について承認した。 

 

（３）申請者：内分泌代謝内科 助教  金沢 一平 

課題名：インクレチンと糖尿病合併症との関連性についての検討 

・・・・・・資料３ 

井川委員長より、資料３について内分泌代謝内科 金沢助教から申請があり、予備審査を８

月７日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、本申請について承認した。 

 

（４）申請者：神経内科 医科医員  中川 知憲 

課題名：健常成人志願者を対象とした、パーヒューザミン注（123I-IMP）を用いた脳血 

流 SPECT検査による統計画像解析用データベースの作成、及びMRIデータベ 

ースにかかわる研究（認知症画像診断領域の診断精度向上に向けて） 

・・・・・・資料４ 

井川委員長より、資料４について神経内科 中川医科医員から申請があり、予備審査を８月

７日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請

について承認した。 

 

（５）申請者：皮膚科 講師  新原 寛之 

課題名：Loop mediated-isothermal amplification (LAMP)法を用いた重症薬疹関連特異 

ＨＬＡ検索の試み 

・・・・・・資料５ 

井川委員長より、資料５について皮膚科 新原講師から申請があり、予備審査を８月７日に

実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請

について承認した。 

 

（６）申請者：消化器・総合外科学 助教  百留 亮治 

課題名：重症感染症患者の予後予測マーカーとしての EEATM (Endotoxin 

 Activity Assay)の有用性に関する研究 

・・・・・・資料７ 

井川委員長より、資料７について消化器・総合外科学 百留助教から申請があり、予備審査

を８月７日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 
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引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請

について承認した。 

 

（７）申請者：輸血部 講師  竹谷 健 

課題名：乳児における栄養形態別の鉄欠乏性貧血の実態 

・・・・・・資料８ 

井川委員長より、資料８について輸血部 竹谷講師から申請があり、予備審査を８月７日に

実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、委員会で指摘のあった軽微な語句の訂正等をすることとし、本申請

について承認した。 

 

（８）申請者：病理部 医科医員  松下 隆 

課題名：非外傷性院内死亡患者における、臨床医によるオートプシー・イメージング読 

影所見と病理解剖所見の比較検討 

・・・・・・資料９ 

井川委員長より、資料９について病理部 松下医科医員から申請があり、予備審査を８月７

日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、本申請について承認した。 

 

議題２． 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究申請書について 

（９）申請者：皮膚科学 教授  森田 栄伸 

課題名：アトピー性皮膚炎患者におけるフィラグリン遺伝子変異が角層バリア機能に及 

ぼす影響に関する研究 

 

・・・・・・資料１０ 

井川委員長より、資料１０について皮膚科学 森田教授から申請があり、予備審査を８月７

日に実施し予備審査委員会として承認したので、審議願いたい旨の説明があった。 

  続いて、申請者から研究等の概要等の説明及び各委員から質疑等があった。 

引き続いて審議の結果、本申請について承認した。 

 

議題３． 

迅速審査の結果について 

○人間を対象とする医学の研究及び臨床応用申請書 

（１）申請者：内科学第二 准教授  石原 俊治 

課題名：難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブの治療効果 
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比較試験 

      審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

    結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 慶應義塾大学既承認） 

（２）申請者：光学医療診療部 准教授  佐藤 秀一 

課題名：慢性肝疾患における耐糖能異常と肝疾患マーカーの関連調査 

      審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.1319） 

（３）申請者：肝臓内科 助教  飛田 博史 

課題名：非アルコール性脂肪性肝疾患に対するリーバクト®配合顆粒によるインスリン 

抵抗性改善効果の検討 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

    結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.797） 

（４）申請者：肝臓内科 助教  飛田 博史 

課題名：非アルコール性脂肪性肝疾患のバイオマーカーについての検討 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

   結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.881） 

（５）申請者：内科学第三 助教  髙橋 勉 

課題名：未治療高齢者多発性骨髄腫に対する寛解導入療法/移植前処置/地固め療法に新 

規薬剤を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安全性を確認する第 II相臨 

床研究      - FBMTG EMM13 - 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 九州大学既承認） 

（６）申請者：内科学第三 助教  髙橋 勉 

課題名：未治療高齢者多発性骨髄腫における治療法と予後の検討 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 九州大学既承認） 

（７）申請者：腎臓内科 講師  伊藤 孝史 

課題名：保存期慢性腎臓病の erythropoiesis stimulating agent 低反応性腎性貧血患者 

に対するエポエチン べータ ペゴル製剤投与時の維持ヘモグロビン値による 

腎予後の評価 

多施設共同、オープンラベル、ランダム化並行群間比較試験 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

    結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.1275） 

（８）申請者：腎臓内科 講師  伊藤 孝史 

課題名：腹膜透析患者の残存腎機能に与える造影剤の影響 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

    結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.1132） 

（９）申請者：循環器・呼吸器外科学 教授  織田 禎二 

課題名：テネイシンファミリー及び未同定蛋白質の網羅的発現変動解析による循環器疾 
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患の病態解明と新規診断・治療法の開発 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.1231） 

（10）申請者：眼科 講師  谷戸 正樹 

課題名：正常眼圧緑内障患者におけるトラボプロスト点眼液の眼圧下降効果の検討 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 浅野内科クリニック治験 

審査委員会＜埼玉県川越市＞既承認） 

（11）申請者：放射線部 准教授  吉廻 毅 

課題名：日本インターベンショナルラジオロジー学会 症例登録データベース事業 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

     結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 日本 IVR 学会既承認） 

○ヒトゲノム・遺伝子解析研究申請書 

（12）申請者：器官病理学 教授  丸山 理留敬 

課題名：生体試料アーカイブ（島根大学バイオバンク）確立に向けてのパイロットスタ 

ディ 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第１号による 

    結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 既通知 No.1070） 

（13）申請者：皮膚科 講師  千貫 祐子 

課題名：グルパール 19S（旧茶のしずく抗原）によるアレルギー反応に関連する遺伝子 

マーカーの探索 

審査：医学部医の倫理委員会規則第１０条第１項第３号による 

結果：承認（平成２５年８月７日付けで通知書発行 藤田保健衛生大学既承 

認） 

 

議題４． 

重篤な患者さんに対して緊急を要する臨床応用を実施したい旨の倫理審査申請 に係る迅速 

審査の開催について 

 

 井川委員長から、本件について、平成２５年８月２日に、医学部附属病院 子どものこころ

診療部 岸 和子 講師 から、重篤な患者さんに対して緊急を要する臨床応用を実施したい

とうことで、課題名：難治性若年性重症筋無力症の 14歳女子例に対するリツキシマブ治療 を

もって倫理審査申請文書が提出されてきたので、先例の取扱いに倣い、委員長に、８月の予備

審査委員会委員の長井委員及び北川委員を加えて３名で審査し、結果、『承認』の判断を下し

て、平成２５年８月６日付けで通知書を発行・交付したものである旨報告がされ、異議なく了

承された。 
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議題５． 

次回の医の倫理委員会の開催日時について 

平成２５年９月３０日（月曜日）１５時からとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


