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令和元年度 第 8 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 12 月 23 日（月）15 時 00 分から 16 時 13 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）、土屋美加子、長井 篤、村川洋子、 

津本優子、中村守彦、鈴木律朗、中村 嗣、橋本由里、熱田雅夫、安藤泰至、 

吉田純子、祖田浩志、井上明夫 

 欠席委員 竹下治男、森田栄伸 

事務局  横山哲也、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、大西千恵、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 15 名／17 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 4 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 7 名、男性 10 名、女性 5 名 

 

 議題１ 申請案件の審査（通常審査） 

1．書面による審査（7 件） 

管理番号 20190327-2 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 SAE 

課題名 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対する大網温

存の非劣性を検証するランダム化比較第 III 相試験(JCOG1711) 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 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 

 

管理番号 20160315-1 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 SAE 

課題名 内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術 

申請者 京 哲（産科婦人科学 教授） 

審査内容 重篤な有害事象の報告について、主機関の見解と、とられた対応が明確でな

いため、委員会から医学部長へ相談後、主機関へ直接問い合わせをすることと

なった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 
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保留 

今回、報告のあった重篤な有害事象について、研究代表者の見解、独立データ

モニタリング委員会の審議結果、代表研究機関の倫理審査の結果、参加研究機

関への指示等について示された文書の提供を求めることとした。 

 

管理番号 20111110-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 関節リウマチの病態形成における滑膜細胞の役割に関する研究 

申請者 近藤 正宏（膠原病内科 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 

 

管理番号 20160229-3 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 炎症性サイトカインであるインターロイキン-1β およびそのファミリータンパ

ク質の腫瘍患者の血清中濃度の検討 

申請者 鈴宮 淳司（先端がん治療センター 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 

 

管理番号 20190725-1 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 プロトンポンプ阻害薬反応性好酸球性食道炎、プロトンポンプ阻害薬非反応性

好酸球性食道炎、および逆流性食道炎の臨床像、病理組織像、食道上皮に発現

している接着因子・周辺帯の類似性に関する研究 

申請者 荒木 亜寿香（器官病理学 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 

 

管理番号 20190120-1 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 地域住民における測定値自動送信技術を用いた家庭血圧管理状況と血圧変動要
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因に関する探索的研究 

申請者 久松 隆史（環境保健医学 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 

 

管理番号 20140924-1 種別 医学系研究 資料番号 7 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 呼気分析の新規デバイス開発と臨床応用 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学 准教授） 

審査内容  研究実施状況報告書の研究の進捗に関して、「計画どおりに進捗していない」

の理由について質問があった。事務局から、研究責任者の見解欄に説明があり、

現状では研究が実施できる状況ではないが、実施可能な状況になり次第、研究

を再開するという報告を研究責任者より受けていると説明があった。 

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 12 月 11 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 40 件のうち、承認が 23 件、保留が 17 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（11 件） 

管理番号 20191015-3 資料番号 8 

審査事項 研究の実施 

課題名 骨粗鬆症とサルコペニアの関連における、最大身長を用いた筋指標の有

用性についての後ろ向き研究 

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 保留 

 

管理番号 20191018-1 資料番号 9 

審査事項 研究の実施 

課題名 勤労者における生活習慣病発症要因の解明 

申請者 並河 徹（地域包括ケア教育研究センター センター長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 
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審査結果 保留 

 

管理番号 20191030-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 気管支内視鏡検査におけるピンポイントバイオプシー症例に関する検討 

申請者 栗本 典昭（呼吸器・化学療法内科 診療教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191106-1 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 疲労と血管内皮機能との関連についての検討 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191111-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 東京の成人における α-gal 特異的 IgE 保有率の検索 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 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 20191114-1 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 高齢心不全増悪患者の項目ごとの ADL 推移と影響を及ぼす因子の検討 

申請者 石原 弘基（リハビリテーション科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191115-1 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 Rapid response system 導入が及ぼす、重症病棟予定外入室患者の重症度・

予後への影響についての検討 

申請者 八幡 俊介（麻酔科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 
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管理番号 20191120-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 婦人科良性腫瘍、婦人科悪性腫瘍に対する手術成績・予後の後方視的解

析 

申請者 石川  雅子（婦人科 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 20190302-1 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 人工膝関節置換術における周囲骨の骨密度に関する研究 

申請者 熊橋 伸之（整形外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20190909-2 資料番号 17 

審査事項 研究の実施 

課題名 食物アレルギー症状の対応に関するアンケート調査 

申請者 竹谷 健（小児科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191016-2 資料番号 18 

審査事項 研究の実施 

課題名 Helicobacter pylori 未感染胃癌の検討 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

2．「1．」以外の案件（29 件） 

管理番号 20191017-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 動脈硬化性疾患高リスク病態におけるコレステロール吸収・合成マーカ

ー 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 

審査結果 保留 
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管理番号 20191030-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 成人悪性リンパ腫におけるクリニカルシーケンスの実行可能性に関する

研究 

申請者 鈴木 律朗（臨床研究センター 准教授） 

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 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191031-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 思春期・若年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医療登録システム

による治療成績解析 

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 主たる研究機関の承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191106-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 リピドグライコームによる NAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）先制

医療の開発 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

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 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191112-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 プラチナ製剤/ペメトレキセド/ペムブロリズマブ併用療法の実地診療に

おける薬剤性肺障害の発現頻度を含めた安全性調査 

申請者 中島 和寿（呼吸器・化学療法内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191115-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 尿膜管疾患に対する腹腔鏡下尿膜管摘出術に関する全国調査 

申請者 安本 博晃（泌尿器科学 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 
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審査結果 保留 

 

管理番号 20110831-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脊椎の靭帯および椎間板における細胞外基質の生化学的分析による脊椎

変性疾患の病態解明 

申請者 内尾 祐司（整形外科学 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 20190517-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に関する観察研究 

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 

審査結果 承認 

 

管理番号 20120921-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの

分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関の承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180702-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治療

指針確立 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 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 20170529-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 C 型肝炎インターフェロンフリー治療の実態と不成功例に対する全国規

模の診療指針に関する研究（多施設共同） 
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申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

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 20170814-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 不眠に対するオレキシン系の寄与に関する検討 

申請者 伊豆原 宗人（精神科神経科 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 20180524-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 急性期不眠に対する後方視的研究 

申請者 伊豆原 宗人（精神科神経科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180720-6 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関す

る臨床情報収集に関する研究（J-DREAMS） 

申請者 山本 昌弘（内分泌代謝内科 講師） 

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 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171219-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 新規評価法を用いた炎症性腸疾患における腸管粘膜透過性の検討（第 I/II

相試験） 

申請者 石原 俊治（内科学第二 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 20180918-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療
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に関する研究（PRCA-NGS2017） 

申請者 三宅 隆明（腫瘍・血液内科 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 20180619-1 

審査事項 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 20190412-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 高齢者(75 歳以上）非小細胞肺がん患者に対する免疫チェックポイント阻

害剤の多施設共同 薬物動態研究 

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 20190809-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後の

デュルバルマブの長期安全性及び有効性に関する観察研究 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181018-4 

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 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20170830-5 

審査事項 研究計画等の変更 

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

単群検証的試験 

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 20181030-1 

審査事項 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） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20140916-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 呼気中水素ガス・メタンガス測定による小腸内細菌過剰増殖の判定に関

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170731-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 薬剤性過敏症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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190625-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 大学病院入院患者および介護施設ならびに在宅患者の細菌感受性パター

ンに関する研究 

申請者 城 有美（感染制御部 助教） 

杉浦 弘明（すぎうら医院 理事長） 
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藤田 委由（医療法人かんど会 理事長） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190520-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣病関連因子に関する疫学研

究 

申請者 久松 隆史（環境保健医学 准教授） 

江角 幸夫（JA 島根厚生連健診普及部 部長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

議題３ 研究終了報告（19 件）                                            資料番号 30 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 19 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 

管理番号 課題名 研究責任者 

20130930-7 EGFR 遺伝子変異陰性の既治療非小細胞

肺癌患者に対する Nab-Paclitaxel の第 II

相試験 

濱口 愛 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20131227-4 糖尿病にともなう骨粗鬆症の ADL、QOL

に与える影響についての検討 

金沢 一平 

（内分泌代謝内科 講師） 

20150227-2 炎症性腸疾患における過敏性腸症候群

様症状と便中カルプロテクチンに関す

る多施設共同研究 

石原 俊治 

（内科学第二 教授） 

20150817-7 炎症性腸疾患合併妊娠の転帰と治療内

容・疾患活動性についての多施設共同、

前向き研究ー服薬アドヒアランスアン

ケートを用いてー 

石原 俊治 

（内科学第二 教授） 

20160226-3 炎症性腸疾患患者におけるチオプリン

関連副作用と NUDT15 遺伝子多型との

相関性に関する多施設共同研究 

石原 俊治 

（内科学第二 教授） 

20160630-4 3D 内視鏡を用いた胸腔鏡下内胸動脈剥

離と肋間非開大小開胸による新しい超

低侵襲冠動脈バイパス術の導入 

末廣 章一 

（心臓血管外科 助教） 

20160801-2 認知症患者における唾液アミラーゼ値

についての研究 

長濱 道治 

（精神医学 助教） 

20161221-1 長期間のチョコレート摂取によるヒト

の脳機能変化 

住吉 愛里 

（環境生理学 助教） 
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20170317-1 看護師の吸入指導が入院中の患者の吸

入手技に与える影響についての検討 

濱口 愛 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20170330-1 認知症における脳血流 single photon 

emission computed tomography (SPECT)検

査で用いる新しい統計学的脳機能画像

解析の評価 

山本 泰司 

（放射線部 技師長） 

20170407-1 カテーテルの違いによる持続大腿神経

ブロックの鎮痛効果と副作用の比較：ひ

ざ関節手術における検討 

佐倉 伸一 

（手術部 教授） 

20171017-1 FFPE検体より抽出したゲノムDNAの網

羅的遺伝子変異解析への使用を目指し

た質の確認 

鈴木 律朗 

（臨床研究センター 准教

授） 

20171030-1 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近位法の

内転筋群収縮反射抑制効果に関する観

察研究 

佐倉 伸一 

（手術部 教授） 

20171220-1 低用量ステロイド添加が坐骨神経ブロ

ックの術後鎮痛効果および効果持続時

間に与える影響：膝前十字靭帯再建術後

患者における後ろ向き比較研究 

佐倉 伸一 

（手術部 教授） 

20180120-1 肘離断性骨軟骨炎手術症例の後ろ向き

調査 

山上 信生 

（整形外科 助教） 

20181018-3 LDL 吸着を施行したコレステロール結

晶塞栓症の 11 例の検討 

伊藤 孝史 

（ワーキング・イノベーショ

ンセンター 准教授） 

20181128-2 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 

佐倉 伸一 

（手術部 教授） 

20031226-2 思春期の子どもをもつ家庭支援に関す

る研究 

岸田 泰子 

（臨床看護学 ） 

20040217-1 ヒト臍帯由来内皮細胞を用いた動脈硬

化形成における変性脂質の役割に関す

る研究 

越智 弘 

（臨床検査医学 ） 

 

議題４ 申請の取下げ（6 件）                                             資料番号 40 

委員長から、資料のとおり研究責任者より 6 件の申請取下げの提出された旨の報告があった。 

管理番号 課題名 研究責任者 
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20180806-1 高齢急性非代償性心不全患者における

トルバプタンの有効性の検討 

森田 祐介 

（循環器内科 医科医員） 

20180810-1 安定冠動脈疾患の患者における心筋心

グラフィを用いた適正な治療方針によ

る臨床転帰の検討 

香川 雄三 

（循環器内科 助教） 

20180828-1 冠動脈形成術後の患者におけるフォロ

ーアップ冠動脈造影と心筋心グラフィ

を用いた適正な治療方針による臨床転

帰の検討 

香川 雄三 

（循環器内科 助教） 

20190303-2 吸引生検針を用いた末梢肺病変へのガ

イドシース下経気管支針生険の有用性

に関する検討 

堀田 尚誠 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20190224-1 修正型電気痙攣療法の有効性と麻酔薬

に関する後ろ向き検討 

本岡 明浩 

（麻酔科 助教） 

20190405-1 アレルギー疾患のバイオマーカーの検

討 

金子 栄 

（皮膚科学 准教授） 

 

議題５ 検討事項 

 医学系研究に携わる者が受講すべき研究教育について                     資料番号 50 

臨床研究支援部門から 2020 年度の受講すべき研究教育の計画および修正事項について、臨床研

究法における「その他臨床研究に従事する者」に関する教育の受講義務、eAPRIN 受講に関する

年度ごとの受講修了の期限について説明があり、検討の結果、全会一致で原案のとおり承認され

た。 

 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 2 年 1 月 27 日（月）、15 時 


