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令和元年度第 3 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和元年 7 月 22 日（月）15 時 00 分から 18 時 08 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、森田栄伸、村川洋子、 

津本優子、中村守彦、鈴木律朗、橋本由里、吉田純子、祖田浩志、熱田雅夫、 

安藤泰至、井上明夫 

 欠席委員 土屋美加子、長井 篤、中村 嗣 

事務局  横山哲也、淺野典久、椿 麻由美、日下みゆき、岸さおり、原 恵、米山和敏 

陪 席  大野 智、冨井裕子、藤間里華、渡部真紀、曽田智子 

 

【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 14 名／17 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 7 名、人文・社会科学の有識者 4 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 6 名、男性 10 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（5 件）、書面による審査（2 件） 

管理番号 20190514-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体の骨密度、骨代謝マーカーへの影

響についての前向き観察研究 

申請者 田中 賢一郎（内分泌代謝内科 助教） 

審査内容  本研究の選択規準と資金源について質疑応答が行われた。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

研究計画書において、以下の事項について修正対応すること。 

①6.1.適格規準について、本研究では研究対象者はロモソズマブによる治療が

開始となる患者であることから、そのことを追記すること。 

②12.1.本研究の資金源について、既存の寄附金も財源とするのであれば、その

ことを追記すること。 

 

管理番号 20190615-1 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 周術期口腔機能管理の疫学的調査 

申請者 松田 悠平（歯科口腔外科 助教） 
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審査内容  研究課題名について、術後合併症の発症率の解釈に誤解を与えるのではない

かと指摘があり、修正するよう指示があった。また、事前チェックで指摘され

た事項のうち未対応となっている事項について対応するよう指示があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

研究課題名について、本研究は介入研究ではないため「口腔機能管理」ではな

く「口腔機能状態が術後合併症に与える影響に関する調査検討であることがわ

かるようなもの」に修正すること。また、倫理事前チェックでの検討事項リス

トで指摘された事項のうち、未対応となっているもの（研究計画書 検討事項

№11、説明文書・同意書 検討事項№1,2、情報公開文書 検討事項№4、研究

申請書 検討事項№5）について対応すること。 

 

管理番号 20190513-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 経頭蓋交流電気刺激が前帯状回の活動と行動に及ぼす影響 

申請者 小野田 慶一（脳神経内科 講師） 

審査内容  統計解析の方法について質疑応答があった。 

 学生を臨床研究の対象者とすることについて根本的に見直すべきだという意

見があり、本研究の審査とは別に今後の委員会で話し合いをしていくこととな

った。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20170318-1 種別 医学系研究 資料番号 4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 BRCA1/2 遺伝子変異陽性症例に対するリスク低減卵巣卵管切除術 

申請者 京 哲（産科婦人科学 教授） 

審査内容  手術の内容、治療方法としての認知度、保険適用か適用外なのか、患者の同

意について質疑応答が行われた。 

 モニタリングにより判明した逸脱に対して、対応策を検討した。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

モニタリングで判明した不適切事項について、追加調査を行うことの必要性を

引き続き検討する。 
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管理番号 20160810-1 種別 医学系研究 資料番号 5 (書面) 

審査事項 研究終了報告 

課題名 縦軸 8ch pHモニタリングシステムを用いた胃 acid pocketの評価およびボノプラ

ザンとラベプラゾールの acid pocket に対する効果に関する検討 

申請者 角 昇平（消化器内科 医科医員） 

審査内容  逸脱の再発防止策について、前回の委員会で指摘された事項に対する回答を

確認した。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

受理する。 

 

管理番号 20160805-2 種別 医学系研究 資料番号 6 (書面) 

審査事項 研究終了報告 

課題名 食道亜全周/全周 ESD 後狭窄の予防における食道内トリアムシノロンアセトニ

ド充填法の臨床的有用性に関する検討（多施設共同第 II 相試験) 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 助教） 

審査内容  前回の委員会で指摘された共同研究機関における根拠資料の妥当性について

再確認すべきとの意見があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

共同研究機関とのメールのやり取りのプリントアウトを提出すること。 

委員会終了後、研究責任者から共同研究機関とのメール文を提出していただき、

委員長の確認後、全ての資料を受理することとした。 

 

管理番号 20170413-1 種別 医学系研究 資料番号 7 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 炎症性腸疾患患者におけるペンタサ顆粒製剤の服薬コンプライアンスに関する

調査 

申請者 石原 俊治（内科学第二 准教授） 

審査内容  逸脱についての対応策を検討した。また、同じ診療科内で複数の不適切事項

が生じているため、診療科としての対策が必要であるとの意見があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

モニタリングで判明した不適切事項について、追加調査を行うことについて引

き続き検討する。 
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2．書面による審査（6 件） 

管理番号 20181030-1 種別 医学系研究 資料番号 8 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 開頭手術に伴う骨欠損部に対して，コラーゲン使用人工骨を用いた頭蓋形成術

の評価 

申請者 吉金 努（脳神経外科学 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 

令和元年 9 月末までに研究申請要件である臨床研究・統計セミナーを受講する

こと。 

 

管理番号 20180420-5 種別 医学系研究 資料番号 9 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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） 

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 20150316-1 種別 医学系研究 資料番号 10 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 妊孕性温存の為の配偶子及び卵巣組織凍結保存 

申請者 金崎 春彦（周産期母子医療センター 准教授） 

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 

令和元年 9 月末までに研究申請要件である臨床研究・統計セミナーを受講する

こと。 

 

管理番号 20171116-1 種別 医学系研究 資料番号 11 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 糖尿病患者に対する継続した集団運動指導の実施が身体機能に与える影響 

申請者 野口 瑛一（リハビリテーション部 理学療法士） 
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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 20180219-3 種別 医学系研究 資料番号 12 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用性に関する検討 

申請者 高橋 勉（内科学第三 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 

令和元年 9 月末までに研究申請要件である臨床研究・統計セミナーを受講する

こと。 

 

管理番号 20180120-2 種別  資料番号 13 

審査事項 SAE、研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術における mesenteric approach vs. 

conventional approach の無作為化比較第 III 相試験 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 講師） 

審査内容  有害事象報告の適正な提出方法について検討された。 

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、令和元年 7 月 9 日（火）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 45 件のうち、承認が 45 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（3 件） 

管理番号 20190524-2 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 アスペルギルス感染を指標とした無菌治療室・無菌病棟の排気設備清掃

基準の確立 

申請者 城 有美（感染制御部 助教） 

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 20190618-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 骨盤領域における MR 拡散強調像の比較 

申請者 吉廻 毅（放射線部 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 20190619-1 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 急性心筋梗塞における機械的合併症の予測因子、頻度と予後の傾向 

申請者 安田 優（循環器内科 医科医員） 

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（42 件） 

管理番号 20190621-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 経カテーテル大動脈弁植込み術症例における大動脈弁狭窄症の病型なら

びにその予後に関する調査 

申請者 田邊 一明（内科学第四 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 20190618-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 Trabectome に対する、Microhook を用いた線維柱帯切開術眼内法の眼圧下

降効果と安全性の非劣性を検討する多施設共同ランダム化介入臨床研究 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 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 20190619-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群における、同種移植まで

の橋渡し治療と移植成績の検討 
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申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

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 20190626-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 本邦における BCG unresponsive 症例の実態調査 

申請者 安本 博晃（泌尿器科学 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180927-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 半導体 SPECT 装置を用いた心筋血流 SPECT 画像の評価 

申請者 矢田 伸広（放射線部 主任診療放射線技師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180412-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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 20180619-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究（NEJ030）」集積

症例を対象とした遺伝素因に関連するバイオマーカーの研究 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170223-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リス
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クに関する前向き観察研究 

申請者 田邊 一明（内科学第四 教授） 

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 20100326-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 造血細胞移植医療の全国調査 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

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 20151113-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 重症薬疹に関する血液・尿中バイオマーカー開発に関する研究 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 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 20170612-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 機械学習を活用した脳の MRI 画像診断支援プログラム開発 

申請者 小野田 慶一（脳神経内科 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 20170612-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 機械学習を活用した脳の MRI 画像診断支援プログラム開発 

申請者 石田 学（株式会社 ERISA 取締役 CTO） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170612-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 機械学習を活用した脳の MRI 画像診断支援プログラム開発 

申請者 小黒 浩明（公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根 非常勤医師） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180619-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 アドレノメデュリンの治験に参加したクローン病患者の追跡調査 

申請者 石原 俊治（内科学第二 准教授） 

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 20161207-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 神経疾患における自己抗体の検討 

申請者 小黒 浩明（脳神経内科 講師） 

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 20181128-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 超音波ガイド下傍脊椎ブロックと脊柱起立筋面ブロックの鎮痛効果：乳

腺手術における後ろ向き検討 

申請者 佐倉 伸一（手術部 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 20090126-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに総合デー

タベース構築に関する研究 

申請者 伊藤 孝史（ワーキング・イノベーションセンター 准教授） 

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 20171115-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 IgA 血管炎の腎予後予測モデル構築のための国際多施設共同研究 

申請者 伊藤 孝史（ワーキング・イノベーションセンター 准教授） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20090126-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 日本ネフローゼ症候群コホート研究 

申請者 伊藤 孝史（ワーキング・イノベーションセンター 准教授） 

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 20170224-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 骨盤臓器脱手術の有用性に関する後方視的検討 

申請者 金崎 春彦（周産期母子医療センター 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 20160726-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 経皮的冠動脈インターベンション既往患者の虚血性心疾患再発に対する

リスクファクターの影響に関する後ろ向き研究 

申請者 遠藤 昭博（循環器内科 講師） 

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 20160127-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 我が国における慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD）患者に関する

臨床効果情報の包括的データベースの構築に関する研究 

申請者 伊藤 孝史（ワーキング・イノベーションセンター 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 20170628-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個人識別法の開発 

申請者 竹下 治男（法医学 教授） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180417-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20100521-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬 HMG-CoA 還元酵素阻害薬の

予防効果の遺伝子背景に関する研究 

申請者 三瀧 真悟（脳神経内科 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 

 

管理番号 20151207-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 過剰運動＜hypermobility＞症候群類縁疾患における診断基準の確立なら

びに病態解明 

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160920-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20161125-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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（松江） センター長） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151214-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 血清 DNA 分解酵素 I (DNase I)の高感度迅速簡便定量法開発および臨床実

務への応用を目指した研究 

申請者 瀧波 慶和（救急医学 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 承認 

 

管理番号 20180312-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 胃切除術の安全性と、胃切除術後予防的腹腔ドレーン留置の意義 

申請者 藤井 雄介（消化器外科 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 20171117-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 脂肪酸代謝異常症の診断に関わる種々の検査の提供 

申請者 山田 健治（小児科 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 20180420-9 

審査事項 研究実施状況報告 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20131018-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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） 
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迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20130514-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 認知症とアポリポ蛋白Ｅ遺伝子多型の関連に関する研究 

申請者 三瀧 真悟（脳神経内科 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 

 

管理番号 20140714-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 Bone SPECT の定量解析の研究 

申請者 山本 泰司（放射線医学 助手） 

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 20180424-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 承認 

 

管理番号 20160706-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 血清 DNA 分解酵素 I および II (DNase I, II) の高感度迅速簡便定量法開発

および解剖実務への応用を目指した研究 

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 承認 

 

管理番号 20160630-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 死後における生化学検査値の解析および解剖実務への応用を目指した研

究 
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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 承認 

 

管理番号 20070822-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 偽落屑症候群の遺伝子多型解析 

申請者 髙井 保幸（眼科 講師） 

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 20180419-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 承認 

 

管理番号 20190515-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施

設共同前向き観察研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探索研究 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190320-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 「再発難治性 末梢 T 細胞リンパ腫に対するニボルマブの有効性検討：医

師主導臨床第Ⅱ相治験」附随研究 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

議題３ 研究終了報告（13 件） 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 13 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 

20080918-2 嚥下機能スクリーニングテストを指標

とした胃食道逆流症（gastroesophageal 

reflux disease: GERD）と口腔内症状に

関する臨床研究 

管野 貴浩（代理：関根浄治） 

（歯科口腔外科学 准教授） 

20130228-2 島根県出雲市における細菌性肺炎に関

する疫学調査 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

20130625-2 チオトロピウム投与中の COPD 患者に

おけるインダカテロール上乗せ効果の

検討 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

20131227-7 非扁平上皮非小細胞肺癌に対しプラチ

ナ製剤を含む術後補助化学療法実施

後、早期に再発した症例を対象とした

nab-PTX/BEV 併用療法の有効性に関す

る第 II 相試験 

津端 由佳里 

（呼吸器・化学療法内科 講師） 

20130930-1 肝細胞癌患者を対象とした肝動脈化学

塞栓療法後のソラフェニブ投与の有無

ならびにソラフェニブ投与開始時期が

予後へ与える影響を検討する国際共同

前向き非介入試験 

佐藤 秀一 

（光学医療診療部 准教授） 

20130930-3 高齢者呼吸器感染症（医療・介護関連

肺炎：NHCAP）における抗菌薬の有効

性および安全性の後方視的比較検討 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

20140228-3 肺結核と Mycobacterium avium complex 

症患者における胸部 CT 画像の比較検

討 

津端 由佳里 

（呼吸器・化学療法内科 助教） 

20140519-1 切除不能悪性腫瘍による胃通過障害に

対する消化管ステント留置の有用性を

カバーの有無により比較検討する多施

設共同無作為化比較試験 

森山 一郎 

（先端がん治療センター 助

教） 

20140820-1 中四国のがん診療連携拠点病院におけ

るがん化学療法に伴う発熱性好中球減

少症の治療およびG-CSF使用方法の現

状調査 

津端 由佳里 

（呼吸器・化学療法内科 講師） 

20141029-1 医療・介護関連肺炎に関する共同調査

研究：医療・介護関連肺炎診療の実態

調査 

津端 由佳里（代理：須谷 顕

尚） 

（呼吸器・化学療法内科 講師） 

20150527-1 臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃 田島 義証 
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全摘術および腹腔鏡下噴門側胃切除術

の安全性に関する非ランダム化検証的

試験 

（消化器・総合外科学 教授） 

20160229-2 腎細胞癌の進展・転移における Versican

の役割の検討 

椎名 浩昭 

（泌尿器科 教授） 

20170915-5 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検

討〜前向き観察多施設共同研究〜（膵

臓内視鏡外科研究会・日本肝胆膵外科

学会・日本内視鏡外科学会合同全例登

録調査） 

田島 義証 

（消化器・総合外科学 教授） 

 

  議題４ 報告事項 

  第 59 回医学系大学倫理委員会連絡会議及び第 12 回倫理委員会委員・事務局向け研修会 

の参加報告について                          資料番号 40 

 

2019 年 7 月 5 日（金）～6 日（土）に開催された第 59 回医学系大学倫理委員会連絡会議及び

第 12 回倫理委員会委員・事務局向け研修会（当番校：藤田医科大学）に参加した、津本優子委

員、日下みゆき事務局員より報告が行われた。 

 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和元年 8 月 26 日（月）、15 時～ 


