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平成 28年度第 10回島根大学医学部医の倫理委員会 議事要旨 

 

日 時   平成 29年 1月 30日（月）15時 00分～15時 34分 

場 所   医学部本部棟 5階 第一会議室 

 

出席委員  原田守（委員長・議長）、廣瀬昌博（副委員長）、土屋美加子、山崎亮、矢田昭子、

橋本由里、長井篤、中村守彦、布野信之、板倉啓治、吉田純子 

欠席委員  森田栄伸、村川洋子、竹下治男 

事務局   椿麻由美、福賴美岐子、松浦政裕 

陪 席   冨井裕子 

 

【成立要件の確認（医学部医の倫理委員会規則第 5条）】 

出席者数／全委員数   11名／14 名 

出席者内訳 自然科学の有識者 5 名、人文・社会科学の有識者 3名、一般の立場の者 3名、 

本学部に所属しない者 5名、男性 7名、女性 4名 

 

議題 1 申請案件の審査（通常審査） 

1. 申請者出席による審査  （1件） 

管理番号 20161221-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 長期間のチョコレート摂取によるヒトの脳機能変化 

申請者 住吉 愛里（環境生理学 助教） 

審査内容 認知機能改善効果を検討するのに学生を対象とすることの妥当性、食事の影響に

ついて質疑応答が行われた。 

審査結果 承認とする。 

 

議題 2 迅速審査の結果の報告 

1. 研究の実施に係る申請であり、本学のみで実施するものまたは本学が主たる研究機関となる

案件  （9件） 

2. 管理番号 20161125-1 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 Ｓ大学生の入学時健康調査に関する研究 

申請者 尾崎  浩一（保健管理センター センター長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161227-1 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 難治性潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス療法の臨床的寛解導入におけ
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る有効性の検討 

申請者 大嶋 直樹（消化器内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161206-1 資料番号 4 

審査事項 研究の実施 

課題名 好酸球性食道炎患者の CYP2C19 遺伝子多型と治療効果に関する研究 

申請者 石村 典久（消化器内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

 

管理番号 20161213-1 資料番号 5 

審査事項 研究の実施 

課題名 前眼部三次元画像解析 

申請者 高井 保幸（眼科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161220-2 資料番号 6 

審査事項 研究の実施 

課題名 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症患者の臨床経過に関する研究 

申請者 折出 亜希（婦人科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161201-1 資料番号 7 

審査事項 研究の実施 

課題名 光刺激ルミネセンス(OSL:Optically Stimulated Luminescence)線量計を用いた放

射線被曝線量の測定 

申請者 宮原 善徳（放射線部 副診療放射線技師長） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

 

管理番号 20161228-2 資料番号 8 

審査事項 研究の実施 

課題名 退院調整に関する患者満足度向上への対策研究 

申請者 太田 桂子（医療サービス課 医療ソーシャルワーカー） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161220-1 資料番号 9 

審査事項 研究の実施 
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課題名 生物学的製剤治療に係る乾癬患者の抗酸菌感染症発症状況の多施設共同観察

研究 

申請者 金子 栄（皮膚科学 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161228-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 術前の下肢静脈血栓症の危険因子についての検討 

申請者 森 英明（麻酔科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

 

2. 1以外の案件  （16件） 

管理番号 20161202-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 遺伝性神経疾患の解析と病態解明ならびに治療法、予防法の開発に関する研

究 

申請者 山口 修平（内科学第三 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし、主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20161205-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 健常高齢者における心エコー図計測値の基準値を確立するための多施設前向

き研究 

申請者 朴 美仙（循環器内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし、主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20161207-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 神経疾患における自己抗体の役割に関する検討 

申請者 小黒 浩明（神経内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし、主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20150815-1 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 超高水圧加圧玄米による認知症予防効果の検証 

申請者 橋本 道男（環境生理学 特任教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 
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管理番号 20161209-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 成人小麦アレルギーの IgE 抗体価の経年的変化に関する研究 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし、主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20161209-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 AAS(Angioedema activity score),  AE-QoL(Angioedema quality of life 

questionnaire)の日本語版翻訳作成と信頼性・妥当性の検討 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし、主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20160920-3 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システムの構築 

申請者 松本 健一（総合科学研究支援センター 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20150924-2 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 Japan Atherosclerosis Society Cohort Study 脂質異常症を合併した一次予防患

者における動脈硬化性疾患発症に関する観察研究 

申請者 金沢 一平（内分泌代謝内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

 

管理番号 20150929-1 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 炎症性腸疾患とヨーネ菌抗原の関連に関する多施設共同研究 

申請者 石原 俊治（内科学第二 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

 

管理番号 20160516-1 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 大学における性暴力被害者に対する支援モデルの確立に関する調査研究 

申請者 河野 美江（保健管理センター 准教授） 
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迅速審査の理由 軽微な変更 

 

管理番号 20161219-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 特発性間質肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 

 

管理番号 20070822-1 

審査事項 研究実施状況報告書、研究計画書の変更 

課題名 偽落屑症候群の遺伝子多型解析 

申請者 高井 保幸（眼科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

 

管理番号 20101130-2 

審査事項 研究計画書の変更 

課題名 Barrett食道に関する全国疫学調査・研究 

申請者 木下 芳一（内科学第二 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

 

管理番号 20161222-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 da Vinci サージカルシステム(DVSS)による腎部分切除術が施行された腎腫瘍

患者を対象とした後ろ向き大規模観察研究 

申請者 安本  博晃（泌尿器科学 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み、侵襲・介入なし 

 

管理番号 20161226-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 関節症とテネイシン X発現に関する検討 

申請者 松本 健一（総合科学研究支援センター 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

 

管理番号 20170106-1   

審査事項 症例報告 

課題名 Pyothorax-associated angiosarcoma metastasized to the brain with multiple and 

progressively expanding hematoma: A case report and literature review 
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申請者 宮嵜 健史（脳神経外科 講師） 

迅速審査の理由 症例報告 

 

議題 3 研究終了報告  （6件）                   （資料番号 30） 

管理番号 課題名 研究責任者 

20131203-1 HER2 陰性進行・再発胃癌に対するカペシタビ

ンとシスプラチン（XP）療法の有効性・安全性

の検討 

平原 典幸 

（消化器総合外科学 准教授） 

20151130-4 小児心臓手術における周術期 Brain Natriuretic 

Peptide の測定頻度と治療介入に関する前向き

観察研究 

森 英明 

（麻酔科 助教） 

20100323-1 冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる

積極的脂質低下療法または通常脂質低下療法の

ランダム化比較試験 

高橋 伸幸 

（総合医療学大田総合医育成セ

ンター 教授） 

20141226-1 ファブリー病診療における Lyso-Gb3 の有用性

の検討 

雑賀 玲子 

（神経内科 医科医員） 

20110728-1 骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン

尿症（PNH）疑い症例における GPIアンカー膜

蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにす

るための観察研究 

鈴宮 淳司 

（腫瘍センター 教授） 

20140714-1 胃カルチノイド Rindi III 型（Neuroendocrine 

Tumor Grade 1,2; NET G1, 2）のリンパ節転移危

険因子に関する多施設共同後ろ向き研究 

平原 典幸 

（消化器総合外科学 准教授） 

 

議題 4 報告事項 

 第 54回医学系大学倫理委員会連絡会議について 

   平成 28年 12月 2日（金）～3日（土）に開催された 

   第 54回医学系大学倫理委員会連絡会議（当番校：埼玉医科大学）   

   参加者した土屋美加子委員、椿麻由美事務局員より報告が行われた。 

 

議題 5 報告事項 

CITI Japan プロジェクト最終報告会 

平成 29年 1月 27 日（金）東京医科歯科大学にて開催された CITI Japanプロジェクト最 

終報告会に参加した廣瀬副委員長から報告が行われた。 

 

 

次回（本審査）の開催予定 

平成 29年 2月 27日（月）15時 


