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令和 2 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 2 年 11 月 24 日（火）15 時 00 分から 16 時 21 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）、竹下治男 ＊、土屋美加子 ＊、森田栄伸 ＊、津本優子 ＊、中村守

彦 ＊、 

中村 嗣 ＊、熱田雅夫 ＊、安藤泰至 ＊、吉田純子 ＊、祖田浩志、井上明夫 ＊ 

 欠席委員 鈴木律朗（副委員長）、長井 篤、橋本由里、村川洋子 

事務局  横山哲也、椿 麻由美、原 恵、角 香並、石飛由樹、米山和敏 

陪 席  大野 智 ＊、冨井裕子、渡部真紀 
＊web での参加 

 

【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／16 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 2 名、一般の立場の者 3 名、

本学に所属しない者 5 名、男性 9 名、女性 3 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（3 件） 

管理番号 20201022-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 術中摘出隅角組織を用いた緑内障眼の網羅的解析 

申請者 松尾 将人（眼科 医科医員） 

審査内容  統計学的な差が出なければ、症例数を少しずつ増やすという手法は研究デザ

インとして適切ではないため、症例数に幅を設けるのではなく、予め固定する

必要があると指摘があった。 

 説明文書の 8.健康被害が発生した場合の対応・補償について本研究は健康被

害が生じることは無いため、「健康被害は起こりえない」と記載した方が患者さ

んは安心するのではないかと指摘があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

研究計画書の 12.1.予定症例数について、予め条件を設定せず解析を行って結

果を見てから集積症例数を増やすのは研究デザインとして適切ではない。次の

研究に進むための基礎データを収集することがパイロット研究の目的であるた

め、集積する症例数に幅を設けるのではなく固定し、最後の一文を見直すこと。 

説明文書の 8.健康被害が発生した場合の対応・補償について、本研究は侵襲・
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介入がなく健康被害が生じないのであればそのように書くこと。 

 

管理番号 20201028-1 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）流行時における 2 型糖尿病患者の心理

的ストレスと行動変化に関する探索的研究 

申請者 武田 美輪子（地域包括ケア教育研究センター 特例研究員） 

審査内容  アンケート会社のモニタ登録者数、2 型糖尿病患者数、調査期間内に回答が

可能な方の人数、アンケートの回答率について質問があった。 

 本研究のデータの信頼性を高めるためにマクロミル社のモニタの登録者数、2

型糖尿病患者数の概数、収集開始から先着順で回答を受け付け、目標症例数に

到達次第、回答を締め切ること等を研究計画書に記載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。 

 

保留 

研究計画書の 9.1.予定症例数について、モニタの登録者数及び 2 型糖尿病患者

数の概数を追記すること。また、8.2.データの収集について、収集予定期間は 1

週間とし、収集開始から先着順で回答を受け付け、目標症例数に到達次第、回

答を締め切ることを追記すること。 

 

管理番号 20201020-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 うつ病の尿バイオマーカー研究 

申請者 和氣 玲（精神医学 医学部兼任准教授） 

審査内容  研究計画書の 10.1.症例数の文中に誤記があると指摘があった。 

本研究は探索的研究である一方、サンプルサイズを計算されているが、有効

率は分からないかと質問があり、その通りであると回答があった。 

 効果量を中程度と設定した場合の測定で、ある程度のバイオピリンの変動や

相関が出るのではないかと考え、主要評価項目を解析するのに適した症例数を

算出したと説明があった。 

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。 

 

2．書面による審査（6 件） 

管理番号 20180120-2 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 
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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 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 20171117-2 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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） 

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 20060809-1 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 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 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 20160624-1 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 自己心膜を用いた大動脈弁形成術(尾崎手術)の有用性に関する研究 

申請者 織田 禎二（循環器・呼吸器外科学 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 8 

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 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 20191129-1 種別  資料番号 9 

審査事項 SAE 

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） 

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、令和 2 年 11 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 45 件のうち、承認が 37 件、不承認が 1 件、保留が 7 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（7 件） 

管理番号 20201008-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 医学教育目的でご献体時に施行された AiCT を用いた動脈硬化症と骨粗

鬆症の関連 

申請者 小川 典子（解剖学発生生物学 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 20201026-1 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 糖尿病患者の肺において血液の酸素化により活性化する組織障害因子の

検討 

申請者 槇野 裕文（内分泌代謝内科 医科医員） 
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迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・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（28 件） 

管理番号 20201013-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 COVID-19 流行により生じた、本邦の炎症性腸疾患患者が感じた不安や行

動変容に関するアンケート調査の多施設共同前向き観察研究 

申請者 石原 俊治（内科学第二 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 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 20201009-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 髄膜癌腫症を伴う非小細胞肺癌患者に対する全脳照射と免疫チェックポ

イント阻害剤の有効性を検討する多施設共同後ろ向き観察研究 

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 

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 東條 直貴（雄山アイクリニック 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 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 20201019-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 呼気中アセトアルデヒド/エタノール濃度比と NAFLD 線維化の関連性に

関する研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 
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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 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 20201020-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 糖原病 Ia 型患者における持続血糖測定器を用いたグルコース濃度推移と

摂食の相関解析研究 

申請者 小林 弘典（小児科 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 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 三瀧 真悟（脳神経内科 講師） 

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 20190131-1 

審査事項 研究実施状況報告、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 柴田 直人（株式会社 Queue 代表取締役） 

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 20190510-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 山陰地区における胆道腫瘍診療実態に関する後ろ向き研究 

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 承認 

 

管理番号 20181124-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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
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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 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 不承認 

 

管理番号 20190816-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査（小児版） 

申請者 中林 愛恵（医療サービス課 診療情報管理士） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160915-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 下肢静脈瘤症例を対象とした原因遺伝子の探索的研究 

申請者 新原 寛之（皮膚科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170131-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

申請者 鈴木 律朗（血液・腫瘍内科学 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 20171120-7 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 人工呼吸離脱時の EIT による換気評価 
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申請者 三原 亨（集中治療部 助教） 

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 20170303-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 抗好中球細胞質抗体関連血管炎関連遺伝子に関する研究 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、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 20200522-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 Durvalumab による維持療法を受けるⅢ期非小細胞肺癌患者における免疫

反応のバイオマーカー研究 

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 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200608-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 超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と安全性

の検討 

申請者 森田 祐介（循環器内科 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 20180213-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）と外科的大動脈弁置換術（SAVR）

における術前身体機能と術後離床に関する関連性 

申請者 今岡 圭（リハビリテーション部 理学療法士） 

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 20180216-1 

審査事項 研究計画等の変更 
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課題名 ANCA 関連血管炎の年齢層別臨床的検討 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 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 20191112-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180711-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 小麦アレルギーの遺伝子多型解析 

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、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190120-1 

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

変動要因に関する探索的研究 

申請者 水津 昌子（一般社団法人 益田ヘルスケア推進協会 理事長） 

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 20190917-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 がん相談支援センター利用の前後での利用者の QOLと心理状態の比較検

討に関する研究 

申請者 槇原 貴子（がん患者・患者サポートセンター がん専門相談員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190130-1 



 10 / 16 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 開放隅角緑内障に対する白内障手術時併用眼内ドレーン iStent トラベキ

ュラーマイクロバイパスステントシステムの有効性に関するランダム化

並行群間比較試験 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

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 20200106-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 骨シンチ定量解析の研究 

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 20190717-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 脊髄小脳変性症に対するVirtual Realitiyを用いたリハビリテーションの観

察 

申請者 稲垣 諭史（脳神経内科 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 20190327-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 重症救急患者におけるハイブリッド初療室（ER）の臨床的効果の検討 

申請者 渡部 広明（Acute Care Surgery 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 20181115-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 当院における CT ガイド下 VATS マ－キングについて 

申請者 吉田 理佳（放射線科 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 
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管理番号 20180927-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 第 2 回 Stevens-Johnson 症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫学調査 

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、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 20200217-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 在宅高齢者の身体活動・体位と在宅継続期間に関する観察研究 

申請者 木島 庸貴（総合医療学 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 20191203-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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） 

山林 茂樹（医療法人碧樹会山林眼科 院長） 

相良 健（医療法人さがら眼科クリニック 院長） 

森 茂（医療法人森眼科内科医院 副院長） 

鈴木 克佳（医療法人社団鈴木眼科 院長） 

齋藤 代志明（さいとう眼科 院長） 

内藤 知子（グレース眼科クリニック 院長） 

吉川 啓司（吉川眼科クリニック 院長） 

木村 泰朗（医療法人社団明医会上野眼科医院 院長） 

南野 麻美（神楽坂みなみの眼科 院長） 
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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 20200825-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合

性改善を目指す新規高機能人工肺の開発研究 

申請者 織田 禎二（循環器・呼吸器外科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171118-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 肝離断術併用経回結腸静脈門脈塞栓術：ALP-TIPE(Associating liver 

partition and trans-ileocecal portal vein embolization)と経回結腸静脈門脈塞

栓術：TIPE (Trans-ileocecal portal vein embolization)の残存肝容積増加率に

ついて 

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 

 

議題３ 研究終了報告（40 件） 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 40 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 

20101222-2 一般社団法人 National Clinical Database 

における手術・治療情報データベース事

業 

織田 禎二 

（循環器・呼吸器外科学 教

授） 

20110825-3 血管内大細胞型 B 細胞リンパ 腫

（ Intravascular large B-cell 

lymphoma ;IVLBCL) に対するR-CHOP + 

R-high-dose MTX 療法の第 II 相試験 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20130129-1 Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後

補助化学療法としてのCapecitabine 療法

と S-1 療法との ランダム化第 III 相比

較臨床試験 

山本 徹 

（消化器・総合外科学 助教） 

20130730-2 歩行車用ブレーキアシストの開発と評

価 

馬庭 壯吉（代理：廣富 哲

也） 

（リハビリテーション医学 
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教授） 

20131126-1 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 

山本 昌弘 

（内分泌代謝内科 講師） 

20140130-2 日本 Pediatric Interventional Cardiology デ

ータベース (Japan Pediatric Interventional 

Cardiology Database, JPIC-DB)へのオン

ライン症例登録 

安田 謙二（代理：田部 有

香） 

（小児科 講師） 

20141224-5 母体血中 cell-free DNA を用いた無侵襲

的出生前遺伝学的検査の臨床研究 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20150410-1 運動ニューロン疾患患者の血清を用い

たプロテオーム解析 

長井 篤 

（内科学第三 教授） 

20150831-1 健診データを活用した生活習慣病に関

する島根県内地域差の解明 

並河 徹 

（病態病理学 教授） 

20151019-1 糖尿病患者に対するフットスクリーニ

ングと足底板挿入効果 

伊藤 郁子 

（リハビリテーション部 理

学療法士） 

20151127-7 切 除 不 能 胆 道 癌 に 対 す る

GEM/CDDP/S-1 と GEM/CDDP を比較

するランダム化第Ⅲ相試験 

森山 一郎 

（先端がん治療センター 助

教） 

20160330-1 高リスク神経芽腫に対する ICE 療法を

含む寛解導入療法と BU+LPAM による

大量化学療法を用いた遅延局所療法第Ⅱ

相臨床試験 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20160331-2 T1ρおよびT2mapを用いた膝関節に対す

る自家培養軟骨細胞移植組織の MRI 画

像評価 

内尾 祐司 

（整形外科学 教授） 

20160331-3 急性胆道炎の重症度判定における血中

ATP 濃度測定の有用性に関する検討 

三代 剛（代理：木下 芳一） 

（消化器内科 助教） 

20160831-1 島根県出雲市の幼児、小学生、中学生に

おける生活習慣、健康(ストレス指標)及

び長期欠席者に関する疫学研究 

竹下 治男 

（法医学 教授） 

20160928-1 外来高血圧患者における減塩意識と食

塩摂取量の実態に関する研究 

高橋 伸幸 

（総合医療学講座大田総合医

育成センター 教授） 

20160928-2 外来高血圧患者における食塩摂取量と

中心血圧に関する研究 

高橋 伸幸 

（総合医療学講座大田総合医

育成センター 教授） 

20170113-1 非アルコール性脂肪肝炎と常在細菌叢 飛田 博史 
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との関連に関する研究 （肝臓内科 診療科長） 

20170525-1 中高齢者の健康に対する、朝型夜型生活

リズムと時計遺伝子群の影響 

宮崎 亮 

（人間科学部 准教授） 

20170529-3 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） 

飛田 博史 

（肝臓内科 診療科長） 

20170731-4 食道癌患者に対する周術期管理チーム

の介入効果の検討 

二階 哲朗 

（集中治療部 准教授） 

20170831-3 健常人における AIM 量の分布について

の解析 

並河 徹 

（病態病理学 教授） 

20170915-1 日常生活における擬似的な裸足歩行が

バランス機能および歩行能力におよぼ

す影響 

原 丈貴 

（健康・スポーツ教育講座 

准教授） 

20171113-1 アセナピンのせん妄治療に対する検討 伊豆原 宗人（代理：宮岡 

剛） 

（精神科神経科 医科医員） 

20180117-2 胃癌による胃出口狭窄症に対する治療

法の実態調査 

森山 一郎 

（先端がん治療センター 助

教） 

20180520-2 一般住民を対象とした Medical LINK を

用いた家庭血圧管理状況と関連要因に

関する疫学研究 

久松 隆史（代理：神田 秀

幸） 

（環境保健医学 客員研究

員） 

20180723-1 慢性高血圧及び白衣高血圧を示す日本

人妊婦の妊娠予後：多施設コホート研究 

皆本 敏子 

（産科 講師） 

20180907-1 乳児における視線計測装置の実行可能

性の検討 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20181010-1 肺がん患者の QOL モニタリング 津端 由佳里 

（呼吸器・化学療法内科 講

師） 

20181219-1 島根県における小児がん患児家族の実

態調査 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20181224-1 日本人における ABO 血液型と、重症腹

部外傷患者予後、輸血量、合併症との関

係 

藏本 俊輔 

（Acute Care Surgery 助教） 

20190202-1 妊娠悪阻と歯科保健に関わる知識に関

するアンケート調査 

松田 悠平 

（歯科口腔外科 助教） 

20190215-1 小児心臓手術における人工心肺回路内 森 英明 
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新鮮凍結血漿投与の有効性についての

後方視的検討 

（麻酔科 助教） 

20190225-1 腫瘍型人工膝関節置換術の長期成績 馬庭 壯吉 

（リハビリテーション医学 

教授） 

20190820-1 関節手術のため入院した関節リウマチ

患者の骨粗鬆症罹患率と治療状況 

酒井 康生 

（リハビリテーション部 講

師） 

20190925-1 整形外科手術を受けた関節リウマチ患

者の骨粗鬆症と術前 ADL、罹患関節との

関連 

酒井 康生 

（リハビリテーション部 講

師） 

20191010-1 「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別に

よる被害防止への効果的な手法の確立

に関する研究」看護学生及び病院職員を

対象としたウイルス肝炎全般、特にウイ

ルス肝炎の感染性についての理解度に

関する調査研究 

飛田 博史 

（肝臓内科 診療科長） 

20200318-5 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増悪認知

ツール構築に関する研究 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

20200403-2 アレルギー皮膚疾患における病識と治

療意欲に関する調査 

金子 栄 

（皮膚科学 准教授） 

20200419-1 新生児テロメア長に影響する周産期因

子の検討 

皆本 敏子 

（産科 講師） 

＜審査意見＞ 

  終了報告書の「研究の実施状況」の項目に「問題あり」と記載されているが、理由の記載が

ないものがあり、研究責任者に確認し、来月の本審査で報告することになった。また予定症例

数よりも非常に少ない症例数で研究を終了し、「完遂」「問題なし」と報告された研究があり、

そのように判断した理由を研究責任者に確認し、来月の本審査で報告することになった。 

 

議題４ 検討事項 

研究申請の取り下げについて                      資料場号 40 

管理番号 20180820-4 資料番号 40 

審査事項 研究申請取下げ 

課題名 郵送型塩分摂取量推定キットを用いた労働者の塩分摂取量調査 

申請者 磯村 実（人間科学部 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 

 次回（本審査）の開催予定：令和 2 年 12 月 21 日（月）、15 時 


