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令和 2 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 12 月 21 日（月）15 時 10 分から 16 時 45 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）、鈴木律朗（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＊、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＊ 

事務局  横山哲也、淺野典久、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、大西千恵、渡部真紀、藤間里華 
＊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 16 名／16 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 3 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 6 名、男性 11 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（2 件） 

管理番号 20201120-3 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 CST 

課題名 第 1 回耳鼻咽喉科臨床解剖実習（経鼻内視鏡手術） 

申請者 坂本 達則（耳鼻咽喉科学 教授） 

審査内容 案内文に「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」を遵

守して行う等の文言を追記した方がよいとの意見があり、追記することとなっ

た。 

開催経費の支出について質疑応答があった。 

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 

 

管理番号 20201130-1 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 222nm UVC 室内消毒ランプの眼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） 

審査内容  研究対象者に医学生や教職員が含まれるのであれば、研究計画書のインフォ

ームド・コンセントの章に同意の任意性を保つために対象者と直接関係のある

者は説明しないというような文言を入れた方が良いという指摘に対し、研究計
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画書内に研究への参加の有無が評価に影響しない旨を記載しているが、現段階

では学生の参加は考えていないため、本学学生と教職員は対象としないという

文言に修正すると回答された。 

 参加費の支払い方法について、会計課からの意見を聞いた上で、通常のルー

ルで行うこととなった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

保留 

 

研究計画書等において、以下の事項について修正対応すること。 

①研究対象者については、本学の学生及び教職員を対象としないこと。 

②負担軽減費の支払方法については、企業から直接支払うのではなく、企業と

契約を締結し大学から支払う方法にすること。 

 

2．書面による審査（17 件） 

管理番号 20150316-1 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 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 

 

管理番号 20180718-3 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 線維柱帯切除術後の濾過包形成における Rho キナーゼ阻害薬点眼の有効性に関

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） 

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 20181129-1 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 初回チューブシャント手術とトラベクレクトミーの比較試験 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 
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審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20141016-1 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 薬疹の遺伝子多型および発症因子の解析 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

審査内容 ＜森田委員は審議に加わっていない＞ 

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 7 

審査事項 研究実施状況報告、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） 

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 20180409-2 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 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） 

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 20111006-1 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 High grade T1 膀胱癌の second TUR 後 T0 患者に対する BCG 膀胱内注入療法と

無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験 
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申請者 安本 博晃（泌尿器科学 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 20170828-2 種別 医学系研究 資料番号 10 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異なる用量のステロイド療法の有効

性と安全性を検討する無作為化第Ⅱ相試験 

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 

 

管理番号 20170920-3 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 TP53 変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同種造血幹細胞

移植の多施設共同非盲検無対照試験 

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 

 

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 

 

管理番号 20120110-1 種別 医学系研究 資料番号 13 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 病理学的 Stage II 胃癌に対するTS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討
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するランダム化比較第Ⅲ相試験 

申請者 平原 典幸（消化器・総合外科学 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 20120105-1 種別 医学系研究 資料番号 14 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 深達度 SS/SE の切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較

第 III 相試験 

申請者 平原 典幸（消化器・総合外科学 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 20170406-2 種別 医学系研究 資料番号 15 

審査事項 研究実施状況報告 

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） 

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 20170830-5 種別 医学系研究 資料番号 16 

審査事項 研究実施状況報告 

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） 

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 17 
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審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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 特定臨床研究へ移行しなかった経緯について確認があった。 

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 18 

審査事項 SAE、研究計画等の変更 

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 20200218-1 種別 医学系研究 資料番号 19 

審査事項 CST 

課題名 ご遺体を用いた涙嚢鼻腔吻合術トレーニング 

申請者 原 克典（眼科 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 20190117-1 種別 医学系研究 資料番号  

審査事項 SAE 

課題名 同種臍帯血移植後 HHV-6 再活性化の認知機能と生活の質に与える影響に関す

る前向き観察研究 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

審査内容 ＜鈴木委員：退室＞ 

 本研究と有害事象の因果関係と、今後の対応について協議を行った結果、本

研究とは直接関係のない治療手技に起因するものであるという意見であり、委

員会としてはこのまま研究継続を承認することとした。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 
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 議題２ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、令和 2 年 12 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 87 件のうち、承認が 75 件、保留が 12 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 20201027-1 資料番号 20 

審査事項 研究の実施 

課題名 幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討-国内多施設共同研究

- 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 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 20201119-1 資料番号 21 

審査事項 研究の実施 

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(継続研究) 

申請者 松尾 将人（眼科 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

ること。） 

 

管理番号 20201111-1 資料番号 22 

審査事項 研究の実施 

課題名 Turbo spin echo DWI (TSE-DWI)法を用いた頭部 MRI におけるトルコ鞍部

病変の評価 

申請者 河原 愛子（放射線科 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 20201106-1 資料番号 23 

審査事項 研究の実施 

課題名 島根大学コホート研究データベースを用いた、慢性閉塞性肺疾患（COPD）

早期診断に向けた疫学研究 

申請者 中尾 美香（先進医療管理センター 助教） 
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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 20201120-1 資料番号 24 

審査事項 研究の実施 

課題名 高齢者用尿便判定センサーに関する臨床研究 

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 20201120-2 資料番号 25 

審査事項 研究の実施 

課題名 少量の生理食塩水注入による気管支肺胞洗浄の回収率の事前予測（パイ

ロット研究） 

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 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 20201026-2 資料番号 26 

審査事項 研究の実施 

課題名 Zepto による前嚢切開を行った白内障緑内障同時手術の記述 

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 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（80 件） 

管理番号 20201020-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 小児脳腫瘍長期フォローアップ研究 

申請者 金井 理恵（小児科 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 
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管理番号 20201105-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 重症敗血症性ショック患者の背景や治療実態、予後を観察する登録研究 

申請者 秋月 光（高度外傷センター 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 20201124-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 新型コロナウイルス感染症に伴う集中治療後症候群の研究 

申請者 岩下 義明（救急医学 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 20201031-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 出雲市におけるCOVID19パンデミック後の急性心筋梗塞の発生率の推移

についての検討 

申請者 安田 優（循環器内科 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 20201120-4 

審査事項 研究の実施 

課題名 潰瘍性大腸炎患者における抗 TNF-α 抗体薬中止時の免疫調節薬併用と再

燃率の検討 

申請者 川島 耕作（消化器内科 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 20180501-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

申請者 森倉 一朗（耳鼻咽喉科 講師） 

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 20190923-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 肺末梢病変の EBUS 画像を対象とした AI による診断支援の実現性検討 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190619-1 

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 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、研究計画等の変更 

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 20190524-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20080911-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 眼球形態・機能に関する疫学研究 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 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 20171020-7 
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審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 上部消化器がん患者の予後予測因子の検討 

申請者 平原 典幸（消化器・総合外科学 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 20091119-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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、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 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190520-5 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 アトピー性眼症における遺伝子・タンパク発現検討 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 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 20190621-1 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160819-1 

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 2 型糖尿病患者における血清 TGF-β濃度と骨折リスクの検討 

申請者 野津 雅和（内科学第一 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 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腎機能総

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 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、研究計画等の変更 

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 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） 

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 20150129-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研究 

申請者 川畑 康成（消化器外科 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 20111110-1 

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 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） 

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 20190710-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 Jackhammer esophagus の本邦での全国実態調査 

申請者 石村 典久（消化器内科 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 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 野津 雅和（内科学第一 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 20190617-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 周術期の口腔機能状態が術後合併症に与える影響に関する疫学的調査 

申請者 松田 悠平（歯科口腔外科 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 20190522-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 コリン代謝物と心血管病との関連の解明 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20140924-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

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） 
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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 20180920-8 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 農業・農村の特性に着目した介護予防コホート研究 

申請者 並河 徹（病態病理学 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 20190710-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 超・拡大内視鏡（Endocytoscopy）を用いた外科的切除組織の所見の検討 

申請者 栗本 典昭（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 20191223-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 小児鼠径ヘルニアにおけるヘルニア嚢内脱出臓器の検討 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 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 20080930-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 テネイシンファミリー及び未同定蛋白質の網羅的発現変動解析による循

環器疾患の病態解明と新規診断・治療法の開発 

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、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171114-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 生活習慣管理支援アプリケーションの開発におけるアンケート調査 

申請者 野口 瑛一（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 
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審査結果 承認 

 

管理番号 20160825-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 医療関連学部の学生における食生活を中心とした生活習慣に関する疫学

的研究 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 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 20171219-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 若年・壮年期の住民等における食生活を中心とした生活習慣に関する疫

学的研究 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 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 20170831-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 HTLV-1 陽性慢性骨髄性白血病（CML）患者の ABL1 チロシンキナーゼ阻

害薬治療前後における末梢血中の HTLV-1 ウイルス量の検討 

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 20180720-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施

設共同後方視的観察研究 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171020-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 血液細胞および腫瘍細胞の増殖と分化に関する検討 
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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 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180223-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 敗血症の重症度評価を可能とする新規バイオマーカーHRG(Histidine-Rich 

Glycoprotein)：敗血症早期治療への応用 

申請者 二階 哲朗（集中治療部 准教授） 

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 20180815-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 造血細胞移植後二次がんの細胞遺伝学的特徴に関する多施設後方視的研

究 

申請者 高橋 勉（内科学第三 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 20121228-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 炎症性腸疾患患者の便中カルプロテクチン測定の臨床的意義に関する多

施設共同研究 

申請者 川島 耕作（消化器内科 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 20170130-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 大田市の観光資源が健康増進に与える効果についての研究 

申請者 磯村 実（人間科学部 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 20190330-1 

審査事項 研究計画等の変更 
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課題名 進行肺がん患者における分子標的治療薬の止め時に関する多施設観察研

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 承認 

 

管理番号 20191122-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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 

審査結果 承認 

 

管理番号 20191114-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180920-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 軽度認知障害における介入アプローチと生体マーカーに関する探索的検

討 

申請者 西本 尚弘（島津製作所 経営戦略室グローバル戦略ユニット・ユニッ

ト長） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200616-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 広範囲食道 ESD 後の食道内トリアムシノロンアセトニド充填法の狭窄予

防治療の抵抗因子の検討 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 
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審査結果 承認 

 

管理番号 20150813-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 同種半月板および骨組織を用いた半月板修復術の安全性と有効性の検討 

申請者 内尾 祐司（整形外科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200831-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200911-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブ MDD

診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創出―AI 診断シ

ステムと新規バイオマーカーの開発― 

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 20150226-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 ヒト胚子・胎児の計測値および組織標本を用いた発生過程の総合的解析 

申請者 大谷 浩（発生生物学 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 20190617-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 移植適応多発性骨髄腫患者における初回採取レジメンによる自家末梢血

幹細胞採取不良例の多施設共同後方視的研究 

申請者 岡田 隆宏（先端がん治療センター 助教） 
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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、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200226-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 切除不能進行性又は転移性の胆管癌患者における FGFR2 遺伝子融合の

頻度を調査調査する観察研究 

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 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190618-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 20180325-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 肝門部胆管癌に対する肝葉切除および肝膵同時切除の治療成績に関する

検討 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 20180325-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 局所進行膵癌（切除境界、および切除不能）に対する術前治療の効果に

関する検討 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 20180325-3 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 胆膵疾患患者に対する膵切除術の質と安全性に関する検討 
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申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 20180325-4 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術の治療成績に関する検討 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 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 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 20170831-6 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 子どもの発育発達・健康リスクの地域格差及びその要因の検討 

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 20180420-2 

審査事項 研究実施状況報告 

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 20160920-3 

審査事項 研究実施状況報告 

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 
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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 20161226-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 関節症とテネイシン X 発現に関する検討 

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 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151113-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171121-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 網羅的解析により見出した口腔内細菌叢のプロファイルと心血管疾患と

の関連性 

申請者 森田 祐介（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 

 

管理番号 20170616-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 アジア人中腸 NET の臨床病理学的特性に関する多施設共同研究 
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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 侵襲・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 

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 田島 義証（消化器・総合外科学 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 20190310-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 膵癌患者における亜鉛欠乏の意義 

申請者 西 健（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 20190417-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 ファブリー病診断における血漿 lyso-Gb3 アナログ測定の有用性の検討 

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 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190626-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190412-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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） 
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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 承認 

 

管理番号 20181018-4 

審査事項 研究実施状況報告 

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 

 

管理番号 20170120-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 医師の勤務満足度に関連する因子についての横断研究 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 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 20170915-6 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 学生を対象とした半定量食物摂取頻度調査票および簡易版食物摂取頻度

調査票の妥当性・再現性評価に関する研究 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 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 20160728-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 生活習慣病関連要因と食生活に関する疫学調査 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 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 20190809-1 

審査事項 研究実施状況報告 

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 
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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 20190614-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 高齢特発性肺線維症患者に対する抗線維化薬の忍容性に関する検討 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190823-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 小児心疾患の臨床遺伝学的研究 

申請者 安田 謙二（小児科 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 20190827-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 本邦に於けるフォンタン術後臨床事故の現状把握と治療・管理法の確立

を目指した前向き多施設コホート研究 

申請者 安田 謙二（小児科 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 20170730-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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 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 

 

議題３ 研究終了報告（28 件） 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 28 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 

資料 30-1 
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管理番号 課題名 研究責任者 

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） 

前回の委員会での指摘事項について報告があり、全会一致で研究終了報告が受理された。 

 

資料 30-2 

管理番号 課題名 研究責任者 

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） 

前回の委員会での指摘事項について報告があり、全会一致で研究終了報告が受理された。 

 

管理番号 課題名 研究責任者 

20091019-1 ペインクリニック・緩和ケアにおける画

像ガイド下神経ブロック法の有用性に

関する臨床研究 

齊藤 洋司 

（麻酔科学 教授） 

「結果の最終の公表」の「予定」欄にチェックがあり、公表時期、公表先「未定」とされてい

るが、英語論文が添付されていた理由について質問があり、事務局で確認したところ、英語論

文は最終公表ではなく途中経過の内容であり、最終公表は未定であるという回答であったと報

告があった。 

 

管理番号 課題名 研究責任者 

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） 

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） 

20070822-1 偽落屑症候群の遺伝子多型解析 谷戸 正樹（代理：髙井 保

幸） 

（眼科学 教授） 

20140630-3 脳卒中後アパシーに対する反復経頭蓋

磁気刺激治療の有効性の検討 

安部 哲史 

（脳神経内科 助教） 

20150127-3 新生児マススクリーニングの使用済ろ

紙血を用いたメチローム解析 

山口 清次 

（小児科学 特任教授） 

20150227-4 嗅覚検査「はからめ」を用いた認知症の

早期発見に関する研究 

安部 哲史 

（脳神経内科 助教） 
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20150227-6 重篤な経過をとる先天代謝異常症の出

生前診断の精度向上 

山口 清次 

（小児科学 特任教授） 

20160201-1 高齢者進展型小細胞肺がんに対するカ

ルボプラチン+エトポシド併用療法（CE

療法）とカルボプラチン+イリノテカン

併用療法（CI 療法）のランダム化比較第

II/III 相試験 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教

授） 

20161104-1 先天性心臓疾患術後の胸骨変形に対す

る胸骨ピンの効果 

城 麻衣子 

（心臓血管外科 助教） 

20170329-1 深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変

異の臨床的有用性を評価する大規模バ

イオマーカー研究 

田島 義証 

（消化器・総合外科学 教

授） 

20171019-4 小 児 ホ ジ キ ン リ ン パ 腫 に 対 す る 

FDG-PET 検査による 初期治療反応性

判定を用いた治療法の効果を確認する 

第 II 相試験 

小山 千草 

（小児科 医科医員） 

20171116-1 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 

野口 瑛一 

（リハビリテーション部 

理学療法士） 

20171116-2 自己心膜による大動脈弁再建術の多施

設共同研究体制とデータベースの確立 

織田 禎二 

（循環器・呼吸器外科学 教

授） 

20171116-3 自己心膜を用いた大動脈弁再建術の安

全性と有効性に関する多施設共同遠隔

研究 

織田 禎二 

（循環器・呼吸器外科学 教

授） 

20180312-1 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 

平原 典幸（代理：藤井 雄

介） 

（消化器・総合外科学 准教

授） 

20180702-1 前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対する高

位腹膜切開法を用いた腹腔鏡下ヘルニ

ア修復術（TAPP）の安全性についての検

討 

山本 徹 

（消化器・総合外科学 助

教） 

20180726-1 農業従事者を対象とした生活習慣病関

連因子とヘルスリテラシーに関する疫

学研究 

佐藤 利栄（代理：神田 秀

幸） 

（環境保健医学 助教） 

20180726-1 農業従事者を対象とした生活習慣病関

連因子とヘルスリテラシーに関する疫

江角 幸夫 

（JA 島根厚生連 推進部部
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学研究 長） 

20180920-4 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会:

本邦における子宮頸癌に対する妊孕性

温存手術（単純子宮頸部摘出術、準広汎

子宮頸部摘出術、広汎子宮頸部摘出手

術）の実態調査 

中山 健太郎 

（産科婦人科学 准教授） 

20181119-3 EGFR チロシンキナーゼ阻害薬と免疫

チェックポイント阻害薬の投与順・投与

間隔と間質性肺疾患発症リスクの関連

を検討する多施設共同後ろ向き観察研

究 

礒部 威 

（呼吸器・臨床腫瘍学 教

授） 

20190520-3 2 型糖尿病を合併した非アルコール性脂

肪性肝疾患症例に対する SGLT2 阻害薬

による治療の長期経過 

飛田 博史 

（肝臓内科 診療科長） 

20190716-1 本邦における精巣腫瘍患者レジストリ

の作成およびコホート研究の基盤創出 

安本 博晃 

（泌尿器科学 准教授） 

20190725-1 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 

荒木 亜寿香 

（器官病理学 講師） 

20191115-2 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 

安本 博晃 

（泌尿器科学 准教授） 

20191130-1 高齢進行非小細胞肺癌に対するプラチ

ナ併用療法における Glasgow Prognostic 

Score（GPS）の有用性 

幡 高次郎 

（呼吸器・化学療法内科 医

科医員） 

20191212-1 シスプラチン投与症例における Mg 投与

量と腎機能障害発症頻度に関する検討 

御手洗 裕紀 

（呼吸器・化学療法内科 医

科医員） 

20200608-1 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 

森田 祐介 

（循環器内科 医科医員） 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 3 年 1 月 25 日（月）、15 時 


