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令和元年度 第 9 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和 2 年 1 月 27 日（月）15 時 00 分から 15 時 53 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、森田栄伸、 

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 なし 

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、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 17 名／17 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 10 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 12 名、女性 5 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 20160531-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 算数課題と意思決定 

申請者 小野田 慶一（脳神経内科 講師）（代理出席：永瀬 麻子 臨床検査医学 特

別協力研究員） 

審査内容 既に実験は終了しているが、当該研究に参加している方に追加したアンケー

ト調査を行い、データをまとめて解析を行うということかと質問があり、その

通りであり、新たに検査をするという事では無いと回答された。 

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（6 件） 

管理番号 20180713-1 種別 医学系研究 資料番号 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 TARC 迅速測定法を用いた重症薬疹の早期診断 

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。 
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承認 

 

管理番号 20060809-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 自家骨および同種骨を用いた骨製ネジによる骨（軟骨）接合術の臨床応用 

申請者 今出 真司（整形外科学 助教） 

審査内容 患者の費用負担について質問があり、費用については、研究計画書の「49 患

者の費用負担」に記載されているとおりであると回答された。 

また、研究に関する変更申請書の作成日に誤記があるので修正するよう指摘が

あった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

指摘事項修正後、承認 

研究に関する変更申請書の作成日を修正すること。 

 

管理番号 20180524-1 種別  資料番号 4 

審査事項 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（精神医学 医科医員） 

審査内容 情報の利用停止の申し出期限について確認された。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20190807-1 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 SAE 

課題名 大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔鏡下脾温存脾門郭清の安全性に関

する第 II 相試験 (JCOG1809) 

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 20190327-2 種別 医学系研究 資料番号 6 

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
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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 SAE の発生がどちらかの群に偏っているかどうかの議論がなされた。 

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 7 

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 有害事象の原因菌について議論があった。研究代表者からの回答内容につい

ては、疑義は無かった。 

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 2 年 1 月 14 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 50 件のうち、承認が 26 件、保留が 21 件、審査対象外が 1 件、症例報告が 2

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（9 件） 

管理番号 20191213-1 資料番号 8 

審査事項 研究の実施 

課題名 生活習慣病・非生活習慣病の大学生の健康リスクの比較 

申請者 杉原 志伸（保健管理センター 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 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 20191107-1 資料番号 9 

審査事項 研究の実施 

課題名 当院における長期人工呼吸患者の呼吸器離脱に関する現状 

申請者 上田 愛瑠萌（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（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
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ること。） 

 

管理番号 20191119-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 救急外来頻回受診における因子の医療経済的影響ならびに対策の検討 

申請者 大滝 聡美（卒後臨床研修センター 研修医） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 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 20191121-1 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 75 歳以上の後期高齢者に対する腎生検の安全性および有用性についての

検討 

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 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 20191126-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 持続腕神経叢ブロックカテーテル先端位置の移動に関する観察研究：

self-coiling カテーテルを使用して 

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 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 20191217-1 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 破裂脳動脈瘤の術中くも膜下血腫洗浄と周術期管理がもたらす治療効果

に関する後ろ向き調査 

申請者 吉金 努（脳神経外科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 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 20191220-1 資料番号 14 
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審査事項 研究の実施 

課題名 ICU のない病院における人工呼吸患者の実態調査〜後方視的観察研究 

申請者 岩下 義明（救急医学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 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 20191024-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 高流量鼻カニューレ酸素療法が呼気の気流制限及び肺容量に与える影響 

申請者 二階 哲朗（集中治療部 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 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 20191225-1 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 血球画像解析技術の検討 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 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。） 

 

2．「1．」以外の案件（41 件） 

管理番号 20070305-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画書等の変更 

課題名 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確立のための癌関連遺伝子の

遺伝子、タンパクの後方視的解析 

申請者 中山 健太郎（産科婦人科 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 20070305-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画書等の変更 

課題名 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確立のための癌関連遺伝子の

遺伝子、タンパクの前方視的解析 

申請者 中山 健太郎（産科婦人科学 准教授） 
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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 20191111-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 出生前スクリーニングにおける母体血 cell free DNA の有用性に関する研

究 

申請者 皆本 敏子（産科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 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 20191111-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 HBV 既往感染歴を有する同種造血細胞移植レシピエントに対する、HB

ワクチンによる HBV 再活性化予防法のランダム化検証的試験 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 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 20191115-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 抗血栓薬服用者に対する胃内視鏡的粘膜下層剥離術後の後出血リスク因

子の検討－リスクアセスメントシート並びに標準的後出血予防法の確立

－ 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 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 20191122-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 NGS 解析を用いたアファチニブ療法またはゲフィチニブ療法による

Clonal heterogeneity の変化および二次治療としてのオシメルチニブ療法

の効果に関する観察研究 

申請者 堀田 尚誠（呼吸器・化学療法内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 
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審査結果 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 20191129-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及びエンドタイプを評価する

ことを目的とした前向きコホート研究 

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 

審査結果 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 20191202-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 薬剤性過敏症症候群後に慢性炎症性疾患を発症した患者の調査 

申請者 新原 寛之（皮膚科 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 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 20191203-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および第二選択治療としての選択

的レーザー線維柱帯形成術の有効性および安全性に関する前向き介入研

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 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 20191203-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および第二選択治療としての選択

的レーザー線維柱帯形成術の有効性および安全性に関する前向き介入研

究 

申請者 山林 茂樹（山林眼科 院長） 

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 
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管理番号 20191205-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 良性〜低悪性度膵腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の際の脾温存術と

脾合併切除術の比較検討；Propensity score matching 解析を用いる 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 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 20191209-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 腹腔鏡下膵体尾部切除術における術前難度評価スコア（difficulty score）

の有用性に対する検証研究 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 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 20170417-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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 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 20180817-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 神経発達症（発達障害）患者家系の iPS 細胞樹立およびその分子細胞生物

学的解析 

申請者 藤谷 昌司（解剖学神経科学 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 20190820-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 脂肪酸代謝異常症合併母体の胎盤における脂肪酸代謝能の評価 
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申請者 山田 健治（小児科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190517-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子

スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究 

申請者 中尾 美香（先進医療管理センター 助教） 

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 研究計画等の変更 

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（先進医療管理センター 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181108-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋ブロックの鎮痛効果に関す

るランダム化比較試験 

申請者 今町 憲貴（麻酔科学 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20150427-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 日本骨折治療学会運動器外傷データベース  [Database of Orthopaedic 

Trauma by Japanese Society for Fracture Repair (DOTJ)] における四肢長管

開放骨折症例の登録事業 

申請者 山上 信生（整形外科 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 保留 
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管理番号 20190131-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 健診データを用いた眼及び全身疾患予知アルゴリズム構築 

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 20160823-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 低アレルゲン化小麦 1BS-18 ホクシンの臨床応用に関する多施設共同臨床

試験 

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 20160114-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 胸部疾患患者に関するデータベース構築 

申請者 濱口 愛（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、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20150226-6 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 透析患者における血中ミオスタチン濃度と筋肉指標との関連性について

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181019-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの

実証実験 

申請者 沖本 英子（消化器内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更、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 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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170612-1 

審査事項 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） 

石田 学（株式会社 ERISA 取締役 CTO） 

長井 篤（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） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190820-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に対する鍼治療の有効性に関

するランダム化比較試験（多施設共同研究） 

申請者 大野 智（臨床研究センター 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190220-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 甲状腺濾胞性腫瘍と腺腫様結節における細胞学的検討 

申請者 上垣 真由子（検査部 臨床検査技師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160531-2 

審査事項 実施状況報告書、研究計画等の変更 

課題名 日本における骨髄腫関連疾患の予後 に関する大規模多施設前向き観察

研究 

申請者 三宅 隆明（腫瘍・血液内科 講師） 
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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 20161025-4 

審査事項 実施状況報告書、研究計画等の変更 

課題名 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究 

申請者 田邊 一明（内科学第四 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190619-2 

審査事項 研究計画等の変更 

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 

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 20181124-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 全周隅角画像を使用した新規隅角観察法の確立と隅角自動判定アルゴリ

ズムの開発 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 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 20160823-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 男性好酸球性食道炎患者の生活習慣に関する調査 

申請者 石村 典久（消化器内科 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 20180620-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 インターネット依存における頸性うつをターゲットとした身体的精神的

影響に関する疫学研究 
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申請者 福田 茉莉（環境保健医学 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 20200107-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 松江圏域のくも膜下出血についての後方視的研究 

申請者 竹下 治男（法医学 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 20190327-2 

審査事項 研究計画等の変更 

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） 

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 20191210-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 島根県の高等教育機関における就職支援相談員の支援困難感および課題

に関する調査 

申請者 執行 三佳（保健管理センター松江 特任講師） 

迅速審査の理由 審査対象外 

審査結果 審査対象外 

 

管理番号 20200118-1 

審査事項 症例報告 

課題名 IPNB の術前診断にて切除した胆管内発育型異所性肝細胞癌の 1 例 

申請者 中村 光佑（消化器外科 医科医員） 

迅速審査の理由 症例報告 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200118-2 

審査事項 症例報告 

課題名 膵頭部癌の術前診断にて手術を施行した特発性膵膿瘍の 1 例 
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申請者 中村 光佑（消化器外科 医科医員） 

迅速審査の理由 症例報告 

審査結果 承認 

 

議題３ 研究終了報告（39 件）                                            資料番号 30 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 39 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 

20080622-2 難治性緑内障に対する緑内障インプラ

ント手術 

谷戸 正樹 

（眼科学 教授） 

20090824-1 臨床試験不参加の神経芽細胞腫患者の

中央診断および臨床情報集積と腫瘍検

体保存に関する研究 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20090908-3 膵癌切除例に対する術後  Gemcitabine 

同時併用放射線療法と GEM/S-1 併用療

法の第 I/II 相臨床試験 

川畑 康成 

（肝・胆・膵外科 講師） 

20101129-2 MRI および超音波エコーを用いた手根

管症候群の病態解析に関する研究 

山上 信生 

（整形外科 助教） 

20110427-1 高リスクびまん性大細胞型 B 細胞性リ

ンパ腫に対する治療早期の FDG-PET を

用いた、rituximab 併用の大量化学療法＋

自家末梢血幹細胞移植、あるいは

R-CHOP 療法への層別化治療法の検討 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20111130-1 EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非

小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単独

療法とゲフィチニブ/カルボプラチン/ペ

メトレキセド併用療法との第 III 相比較

試験 

津端 由佳里 

（呼吸器・化学療法内科 学

内講師） 

20120827-2 本邦における非血縁者間末梢血幹細胞

移植の移植成績に関する観察研究 

田中 勉（代理：田中 順子） 

（内科学第三 助教） 

20130621-1 膵がん患者に対する低侵襲的な新規が

ん治療法を確立するための、膵がん組織

における遺伝子変異・タンパク質発現と

末梢血リンパ球の反応性に関する基盤

的研究 

田島 義証 

（消化器・総合外科学 教授） 

20131118-1 全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術に

おける幽門形成術の術後胃内容停滞に

及ぼす影響について 

川畑 康成 

（肝・胆・膵外科 講師） 

20131212-1 眼炎症疾患に対する包括的診断システ 今町 克枝 
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ムの確立 （眼科 医科医員） 

20131224-1 成人喘息患者吸入ステロイド薬減量に

関する臨床研究 

須谷 顕尚 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20140129-4 小児および若年成人におけるＴ細胞性

急性リンパ性白血病に対する多施設共

同第 II 相臨床試験 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20140516-1 乳房温存手術における 3D 画像解析シス

テムによる術前の乳房予測切除量評価

と術後の整容性及び患者満足度に関す

る研究 

百留 美樹 

（乳腺・内分泌外科 医科医

員） 

20140715-1 髄液を用いた種々の神経疾患に関連し

た蛋白・脂質の同定およびモニタリング 

三瀧 真悟 

（脳神経内科 講師） 

20140829-7 耐糖能障害患者における血糖変動/イン

スリン抵抗性と合併症との関連の検討 

守田 美和 

（内分泌代謝内科 助教） 

20150831-4 同種末梢血幹細胞移植後の患者好中球

内に認められた構造物の解明 

三島 清司 

（検査部 臨床検査技師長） 

20151020-1 3 歳児健診における熱性けいれん重積に

関する疫学調査 

木村 正彦 

（ ） 

20151130-5 膵全摘患者に対する前向き実態調査 川畑 康成 

（肝・胆・膵外科 講師） 

20160212-1 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝

切除術の安全性に関する検討～前向き

多施設共同研究～ 

田島 義証 

（消化器・総合外科学 教授） 

20160430-1 農業従事者を対象とした生活習慣関連

因子とストレスに関する疫学研究 

江角 幸夫 

（ ） 

20160826-2 食道癌の化学放射線療法による治療成

績に関する後方視的研究 

玉置 幸久 

（放射線治療科 講師） 

20160831-2 慢性硬膜下血腫の形成と血中総コレス

テロール値との関係 

萩原 伸哉 

（脳神経外科学 助教） 

20161115-2 TAMAMORI 麺における GI 値の算出と

インクレチンホルモン関与の検討 

守田 美和 

（内分泌代謝内科 助教） 

20170414-1 病院外心停止症例の社会復帰に寄与す

る要因の研究 

布野 慶人 

（地域医療支援学 助教） 

20170526-1 開胸術後患者と家族に対するパンフレ

ットを用いた理学療法士との協働によ

る生活指導の効果と課題 

渡部 亜衣 

（看護部 看護師） 

20170714-1 HbA1c 酵素法測定試薬の改良品、開発品 佐藤 恵美 



 16 / 17 

の妥当性および有用性に関する研究 （検査部 主任臨床検査技

師） 

20170718-1 リツキシマブ投与時の infusion reaction

に対するフェキソフェナジンおよびベ

ポタスチンの軽減効果 

直良 浩司 

（薬剤部 教授） 

20170915-4 当科における気管切開術後患者に対す

る喉頭気管分離術 

石橋 脩一 

（小児外科 医科医員） 

20180109-1 門脈塞栓術：PVE(portal vein embolization)

による予定残肝 ICG 消失率：ICGK-F

（Future liver remnant plasma clearance 

rate of indocyanine green）の増加率につい

て 

丸山 光也 

（放射線科 医科医員） 

20180110-1 リンパ節腫大に対する EUS-FNA の検討 岡田 真由美 

（消化器内科 医科医員） 

20180123-1 TAVI 術前心臓 CT 検査における TBT 法

の有用性 

梶谷 尊郁 

（放射線部 診療放射線副技

師長） 

20181017-1 医師の診断エラーに対する認知バイア

スの研究 

和足 孝之 

（卒後臨床研修センター 助

教） 

20181018-2 看護教育および勤務形態に関する実態

調査 

和足 孝之 

（卒後臨床研修センター 助

教） 

20020430-3 先天異常疾患の病因解明のための正常

対照者の遺伝子検査 

山口 清次 

（小児科学 特任教授） 

20071120-2 母親から報告される子どもの感覚処理

特徴と問題行動についての研究 

山口 清次 

（小児科学 特任教授） 

20100326-2 日本国内における初発未治療の慢性期

慢性骨髄性白血病患者を対象とした観

察研究 

田中 勉（代理：田中 順子） 

（内科学第三 助教） 

20100326-3 日本国内における 2nd line 以降の既治

療慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象

とした観察研究 

田中 勉（代理：田中 順子） 

（内科学第三 助教） 

20120627-1 重症再生不良性貧血患者に対するウサ

ギ抗胸腺細胞グロブリン（サイモグロブ

リン®）の前方視的ランダム化用量比較

多施設共同研究 

田中 勉（代理：田中 順子） 

（内科学第三 助教） 

20131129-1 抗ヒスタミン薬初期療法実施後の効果 青井 典明 
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不十分な成人のスギ花粉症に対する抗

ヒスタミン薬増量群と抗ロイコトリエ

ン薬併用群の有効性・安全性に関する検

討 

（耳鼻咽喉科 講師） 

 

議題４ 検討事項 

  西暦 2020 年度医学部医の倫理委員会の開催日程の一部変更について         資料番号 40 

 

事務局から、2020 年度の医の倫理委員会の開催日程の一部変更について、2020 年 1 月の予備

審査委員会の開催日が教授会と重なったため、翌日にした旨の説明があり、検討の結果、全会

一致で原案の通り承認された。 

 

  議題５ 報告事項 

  第 60 回医学系大学倫理委員会連絡会議の報告について           資料番号 50 

 

2019 年 12 月 6 日（金）～7 日（土）に開催された第 60 回医学系大学倫理委員会連絡会議

及び第 11 回倫理委員会委員・事務局向け研修会（当番校：東京医科歯科大学）に参加した、

廣瀬昌博副委員長、椿麻由美事務局員より報告が行われた。 

 

 議題６ 報告事項 

  治験・倫理審査委員会委員研修（主催：九州大学）の報告について 

 

2019 年 11 月 23 日（土）に開催された治験・倫理審査委員会委員研修（主催：九州大学）

に参加した、森田栄伸委員より報告が行われた。 

 

 議題７ 報告事項 

  臨床審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（会場：大阪国際がんセンタ－）の報告につ

いて 

資料番号 70 

  

2019 年 12 月 21 日（土）に開催された臨床審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（会

場：大阪国際がんセンタ－）に参加した、竹下治男委員より報告が行われた。 

 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 2 年 2 月 25 日（火）、15 時 


