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平成 30 年度第 2 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  平成 30 年 5 月 28 日（月）15 時 00 分から 16 時 12 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）、廣瀬昌博（副委員長）、竹下治男、土屋美加子、長井 篤、 

村川洋子、津本優子、中村守彦、鈴木律朗、板倉啓治、吉田純子、祖田浩志 

欠席委員 森田栄伸、橋本由里 

事務局  米山和敏、椿 麻由美 

陪 席  冨井裕子、藤本亜弓 

 

【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 12 名／14 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 8 名、人文・社会科学の有識者 1 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 3 名、男性 8 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（4 件） 

管理番号 20180420-3 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 非アルコール性脂肪性肝疾患患者に対するプラセンタサプリメント投与の評価

に関するパイロット研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

審査内容 本研究で使用する薬剤の企業からの提供方法について、研究計画書 17.2.研究

参加に伴う費用と説明文書 13.この研究の資金と利益相反で齟齬が生じている

ので整合性をとるべきであると指摘があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

研究計画書でサプリメントを企業から無償提供されることとなっているため、

説明文書 13.この研究の資金と利益相反の説明を修正すること。合わせて、7.研

究参加に伴う費用にも、サプリメントは提供される旨を記載すること。 

 

管理番号 20180420-6 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 局所進行切除不能膵がんに対するゲムシタビン(GEM)/ナブパクリタキセル

(nab-PTX)併用療法に対する MK615 の上乗せによる安全性/忍容性および有用

性の検討 第Ⅰ/Ⅱ相試験 

申請者 鈴宮 淳司（先端がん治療センター 教授）（代理出席：森山 一郎 先端がん
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治療センター 助教） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20180420-7 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 遠隔転移を有する切除不能再発膵がんに対するゲムシタビン(GEM)/ナブパク

リタキセル(nab-PTX)併用療法に対する MK615 の上乗せによる安全性/忍容性

および有用性の検討 第Ⅰ/Ⅱ相試験 

申請者 鈴宮 淳司（先端がん治療センター 教授）（代理出席：森山 一郎 先端がん

治療センター 助教） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20180419-3 種別 医学系研究 資料番号 4 

審査事項 研究の実施 

課題名 出血性胃十二指腸潰瘍患者に対するボノプラザン内服の初期治療効果と安全性

に関する予備的研究 

申請者 松田 佳世（消化器内科 医科医員） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

2． 書面による審査（2 件） 

管理番号 20081208-1 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 アトピー性皮膚炎患者における角層機能に対する評価法の検討 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 
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管理番号 20160128-3 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 SAE、研究計画の変更 

課題名 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎患者に対する維持療法時におけるボノプラ

ザン長期投与時の安全性に関する検討 

申請者 石村 典久（消化器内科 講師） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

 

 議題２ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、平成 30 年 5 月 9 日（水）に開催した医の倫理委員会（迅速審査）の審査結果に

ついて、申請件数 50 件のうち、承認が 46 件、保留が 4 件であった旨の報告があった。 

なお、詳細は以下のとおりである。 

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（13 件） 

管理番号 20180419-1 資料番号 7 

審査事項 研究の実施 

課題名 隠岐の島町在住中高齢者のフレイル予防に資する歩行能力および生活習

慣の相互関係 

申請者 宮崎 亮（人間科学科 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20180420-1 資料番号 8 

審査事項 研究の実施 

課題名 小児患者におけるリネゾリドの推定 PK/PD パラメータと臨床評価の関連

性に関する検討 

申請者 直良 浩司（薬剤部 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180418-1 資料番号 9 

審査事項 研究の実施 

課題名 局所麻酔下胸腔鏡の生検検体における超・拡大内視鏡（Endocytoscopy）

の有用性に関する検討 

申請者 白築 陽平（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20180415-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 新生児マススクリーニングでみられる C5-OH カルニチンの上昇と先天代

謝異常症の病態に関する研究 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180424-1 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 死後画像診断、病理組織学、遺伝子多型、髄液検査を用いた認知症徘徊

行動の統合的解析 

申請者 木村 かおり（法医学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20180417-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 内分泌代謝疾患克服の研究基盤としてバイオリソースバンクの構築 

申請者 田中 賢一郎（内分泌代謝内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180420-2 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 地域の医療従事者と連携した健康・要介護リスクに関する地域差の解

明：CoHRE データの２次利用による解析 

申請者 安部 孝文（地域包括ケア教育研究センター 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180419-2 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 糖尿病患者の体組成と無酸素性作業閾値における酸素摂取量の関係 
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申請者 伊藤 郁子（リハビリテーション部 理学療法士） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180420-4 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 遺伝子修復関連タンパクの発現と免疫チェックポイント阻害薬の効果の

検討 

申請者 沖本 民生（呼吸器・化学療法内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180425-1 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 島根大学病院における緩和ケアの後方視的調査 

申請者 沖本 民生（呼吸器・化学療法内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180406-1 資料番号 17 

審査事項 研究の実施 

課題名 アレルギー皮膚疾患治療満足度実態調査 

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 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180420-5 資料番号 18 

審査事項 研究の実施 

課題名 極細径気管支鏡所見による組織学的診断の検討 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180418-2 資料番号 19 

審査事項 研究の実施 

課題名 食道癌患者の自覚症状に関する観察研究 

申請者 石村 典久（消化器内科 講師） 



 6 / 16 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

2．「1．」以外の案件（37 件） 

管理番号 20180402-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 活性型 EGFR 変異陽性非小細胞肺癌患者における一次療法としてのアフ

ァチニブ＋ベバシズマブ併用療法の有効性および耐性に関わるバイオマ

ーカーの検討 

申請者 天野 芳宏（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180320-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 新規アングル型 0.025 インチガイドワイヤとストレート型 0.025 イン

チガイドワイヤを用いた肝門部領域胆管狭窄部突破に関する多施設共同

前向き無作為化比較試験胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態

調査 

申請者 森山 一郎（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180329-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研

究 —保険収載された遺伝学的検査対象疾患- 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180329-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研

究 —研究として遺伝子診断を行う疾患- 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20180412-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 日本における気管支サーモプラスティの有用性と安全性に関する多施設

共同研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180420-9 

審査事項 研究の実施 

課題名 外傷画像の computer-aided diagnosis システムの研究 

申請者 比良 英司（高度外傷センター 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180409-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-FU）療法と

bDCF（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダム化第 III 相比較試験 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180409-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する胸腔鏡下手術と開胸手術の

ランダム化比較第 III 相試験 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180409-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治的化学放射線療法と

導入 Docetaxel+CDDP+5-FU 療法後の Conversion Surgery を比較するラン

ダム化第 III 相試験 
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申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180418-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 

申請者 鈴宮 淳司（先端がん治療センター 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180420-10 

審査事項 研究の実施 

課題名 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における 22G Franseen 針と 20G 側溝付

き針による自己免疫性膵炎の病理組織学的検討-多施設共同前向き無作為

化比較試験- 

申請者 森山 一郎（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170714-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 HbA1c 酵素法測定試薬の改良品、開発品の妥当性および有用性に関する

研究 

申請者 佐藤 恵美（検査部 主任臨床検査技師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170202-2 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 重症薬疹に対するステロイドパルス療法の有用性に関する多施設共同臨

床研究 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170825-2 
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審査事項 研究実施状況報告、研究計画の変更 

課題名 経尿道的膀胱腫瘍切除術における超音波ガイド下閉鎖神経ブロック遠位

法の内転筋群収縮反射抑制効果に関する観察研究 

申請者 佐倉 伸一（手術部 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20131216-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 眼内組織における脂肪酸および酸化ストレス計測 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20091119-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 緑内障患者における酸化ストレス計測 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180111-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによる multiplex 遺伝子解析の

有効性に関する前向き観察研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170201-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151019-3 
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審査事項 研究計画の変更 

課題名 包括的遺伝子変異検査システム(MINtS)構築研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20131018-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子

生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151019-2 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細

胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き

観察研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170730-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時と治験対照群デ

ータ作成のための前向き多施設共同研究 

申請者 中尾 美香（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170417-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS )の診断・全国調査研究 

申請者 岡田 隆宏（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20160814-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 EGFR チロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性の EGFR T790M 変異陽性、PS 不

良の非小細胞肺癌症例に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試験 

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151015-3 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肺がん患者の血栓塞栓症発症率の観察研究ならびに静脈血栓塞栓症に対

する新規第 Xa 因子阻害薬エドキサバンの有効性と安全性に関する検討 

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151015-4 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 静脈血栓塞栓症合併肺がん患者における EGFR-TKI 併用下での新規第 Xa

因子阻害薬エドキサバンの薬物動態に関する検討 

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20140714-3 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 Bone SPECT の定量解析の研究 

申請者 山本 泰司（放射線部 技師長） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20131126-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画の変更 

課題名 続発性骨粗鬆症患者の骨脆弱性における椎体海綿骨構造の役割の臨床的

解明 

申請者 山本 昌弘（内分泌代謝内科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 
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審査結果 承認 

 

管理番号 20151027-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画の変更 

課題名 非アルコール性脂肪肝炎の病態に着目したバイオマーカーについての検

討 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171220-7 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 生検組織における超・拡大内視鏡（Endocytoscopy）の有用性についての

検討 

申請者 奥野 峰苗（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170406-2 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマブの単群検

証的試験 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170812-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 PBMC immunological biomarker で判別した既治療進行期非小細胞肺癌に

対するニボルマブの第Ⅱ相試験 

申請者 奥野 峰苗（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更、主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170830-5 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するペムブロリズマブの
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単群検証的試験 

申請者 奥野 峰苗（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170529-2 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかにするための前向き観察研究 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171003-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 ピロリ菌迅速ウレアーゼ試験後の廃棄予定胃生検切片を用いた EB ウイ

ルスの検索 

申請者 吉山 裕規（微生物学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171207-1 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 婦人科悪性腫瘍におけるがん遺伝子パネル検査「プレシジョン検査」と

観察研究 

申請者 京 哲（産科婦人科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170731-3 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 薬剤過敏性症候群の重症関連因子解析に関する研究 

申請者 新原 寛之（皮膚科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 保留 

 

 

議題３ 研究終了報告（26 件）                                           資料番号 30 

委員長から、資料のとおり研究責任者より 26 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 
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管理番号 課題名 研究責任者 

20130228-3 EML4-ALK 融合遺伝子を有する非小細

胞肺癌患者におけるクリゾチニブ服用

中の血中・髄液中濃度に関する検討 

沖本 民生 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20130930-5 前治療歴を有する進行非小細胞肺癌に

対する CPT-11＋エルロチニブ併用第 I

相臨床試験 

沖本 民生 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20140131-1 高齢者（75 歳以上）進行再発非扁平上

皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル

＋ベバシズマブ療法とペメトレキセド

＋ベバシズマブ療法の無作為化第 II 相

試験 

沖本 民生 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20100730-5 再発肺癌に対する CPT-11（塩酸イリノ

テカン）＋エルロチニブ（タルセバ錠）

による併用第 I 相/II 相および薬物動態

学的臨床試験 

沖本 民生 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20120127-2 アルツハイマー病の「やる気低下」に対

するレミニールの臨床効果 

小黒 浩明 

（神経内科 講師） 

20120830-3 中枢神経疾患による運動障害および高

次脳機能障害に対する経頭蓋直流刺激

による治療 

小黒 浩明 

（神経内科 講師） 

20130624-1 胃癌に対する da Vinci S を用いたロボッ

ト支援腹腔鏡下幽門側胃切除術 

平原 典幸 

（消化器・総合外科学 准教

授） 

20130628-5 去勢抵抗性前立腺癌に対する paclitaxel、

estramustine、carboplatin 併用化学療法 

洲村 正裕 

（泌尿器科学 助教） 

20031030-1 軽症痴呆と日常生活動作との関連につ

いての疫学的研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20040729-1 痴呆性高齢者への多様なサービスモデ

ル構築と効果的運用に関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20051214-1 雲南市の基本健康診査受診者の健康特

性に関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20051214-2 雲南市の高齢者への多様なサービスモ

デル構築と効果的運用に関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20060130-1 雲南市における子どもの生活と健康に

関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20060403-1 生活習慣病の危険因子を明らかにする

ための追跡調査 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 
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20060622-1 「夢十色」調理食品の肥満および糖・脂

質代謝への影響に関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20060929-1 桑葉エキスの抗動脈硬化作用に関する

研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20080123-1 高齢者の介護予防に関する前向き研究 神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20081027-1 男性労働者における肥満と肥満関連代

謝異常の疫学研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20081027-2 農薬空中散布後に発生した子どもの健

康被害に関する疫学研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20081028-2 重度認知症高齢者のケアと予後に関す

る疫学研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20090907-1 生活習慣病の健康サービスに関する疫

学研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20100115-1 消防士の労働災害に関する国際的疫学

研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20100222-1 消防士の健康特性に関する疫学研究 神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20100620-1 20 代女性の子宮頸がん検診受診率向上

を目的とした継続的性教育プログラム

に関する研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20100924-5 子どもの生活習慣と健康に関する疫学

研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

20120808-1 温泉の自律神経機能への影響に関する

研究 

神田 秀幸（代理） 

（環境保健医学 教授） 

 

 

議題４ 検討事項 

  倫理指針、研究計画書からの逸脱に対する判断規準（案）について      資料番号 40 

      臨床研究部門から、資料に基づき倫理指針、研究計画書からの逸脱に対する判断規準（案）

について説明があり、検討の結果、検討内容を踏まえて原案の見直しを行い、次回開催の本

委員会で再度検討することとした。 

 

 

議題５ 検討事項 

 倫理教育 APRIN e－ラーニング新システムの受講について 

  事務局から、倫理教育 APRIN e－ラーニング新システムの受講について説明があり、検討

の結果、新システムによる初回の受講期限については、平成 30 年 8 月 31 日までとするこ
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ととした。 

 

 

議題６ 検討事項 

 医の倫理委員会の審査資料提供の形態について              資料番号 60 

  事務局から、資料に基づき医の倫理委員会の審査資料提供の形態について説明があり、 

検討の結果、現在、紙媒体で情報提供している「迅速審査対象の臨床研究のうち、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」及び「研究終了報告」については、今後は Web ファイルシステムによる電子媒体（ｐ

ｄｆファイル）で情報提供することとした。 

 

 

議題７ 報告事項 

  島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則（案）について       資料番号 70 

   臨床研究部門から、島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則（案）については、

当初、医学部附属病院の規則（案）として前回の本委員会において検討をいただいところ

であるが、その後、松江キャンパスの執行部との協議の結果、本規則は大学の規則として

制定されることとなり、平成 30 年 6 月 5 日（火）開催の役員会で審議される旨の報告があ

った。 

 

 

 議題８ 報告事項 

  第 57 回医学系倫理委員会連絡会議の参加について 

   事務局から、平成 30 年 7 月 2 日（月）～3 日（火）の日程で、東北大学が当番で開催され

る第 57 回医学系倫理委員会連絡会議に長井篤委員及び椿麻由美事務局員が参加予定であ

る旨の報告があった。 

 

 

 議題９ その他 

  臨床研究法説明会の開催について 

   委員長から、臨床研究センター臨床研究部門の主催で平成 30 年 6 月 27 日（水）18:30 から

臨床大講堂で開催される臨床研究法説明会について参加要請があった。 

 

 

 

次回（本審査）の開催予定：平成 30 年 6 月 25 日（月）15 時 


