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令和 2 年度 第 10 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和 3 年 1 月 25 日（月）15 時 00 分～16 時 32 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* 

 欠席委員 該当者なし 

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、大西千恵、藤間里華、渡部真紀、曽田智子 

*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（3 件） 

管理番号 20201228-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 低体重の女子大学生を対象としたオンライン包括的運動プログラムの構築 

申請者 杉原 志伸（保健管理センター 准教授） 

審査内容   研究対象者の範囲、運動プログラムの実施状況の把握管理、運動プログラム

による身体的な侵襲、質問紙による精神的な侵襲の程度について質疑応答があ

った。 

運動プログラムの評価規準の根拠については、過去の研究から検討し、参加

者の 7 割が継続可能であれば有効と判断されたため、その根拠についても研究

計画書に記載すべきであると指摘があった。 

また本研究は、探索的ではなく忍容性研究に該当することと、プログラムに

よって何か、改善したかを評価するものではないので「有効な」という言葉は

削除した方が良いとの指摘があった。また、予備審査にて指摘のあった「身体

的、精神的不健康の状況を評価する」の文言が説明文書・同意書内にもあった

為「身体的、精神的な健康状態を評価し」に修正するよう指摘があった。 

〈申請者退出後〉 

 侵襲の程度について、検討の結果、「軽微な侵襲」との判断となった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 
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保留 

研究計画書及び説明文書において、以下の事項について、修正対応すること。 

①本研究の目的が「オンライン包括的運動プログラム」の忍容性を評価するも

のであることから、研究計画書の 1 章（研究の目的）について、「探索的」の文

言を「忍容性」に修正するとともに、14 章（評価方法）について、「継続可能

な有効なプログラム」のうち「有効な」の文言を削除すること。 

②研究計画書 2 章（背景と研究計画の根拠）に主要評価項目の判断規準の設定

根拠を追記すること。 

③説明文書の全般について、「身体的、精神的不健康の状況」の文言を「身体的、

精神的な健康状態」に修正すること。 

 

管理番号 20201201-1 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 CST 

課題名 Cadaver を用いた 肩関節鏡視下手術 手技トレーニング 

申請者 山上 信生（整形外科 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 20201228-2 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 質量分析（LC-MS/MS）を使用した D および L-β-aminoisobutyric acid (D, 

L-BAIBA)の定量化に適した測定系の検討 

申請者 外山 雄大（地域包括ケア教育研究センター 研究員） 

審査内容  研究対象者の確保の見込み、血液の測定機器と方法について質疑応答があっ

た。 

 説明文書の研究の実施予定期間について採血の内容が 1 日目と 2 日目の順序

が逆に記載されており分かりづらいため修正するよう指摘があった。 

審査結果 指摘事項修正後、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（5 件） 

管理番号 20190319-1 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 ダニアレルギーを有する小児アトピー性皮膚炎に対する調湿木炭ベットの効果

に関するパイロット研究 

申請者 竹谷 健（小児科学 教授） 
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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 20190327-2 種別 医学系研究 資料番号 5 

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 20191003-1 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 分離肺換気中の一回換気量が一回拍出量変化へ与える影響に関する介入研究 

申請者 片山 望（集中治療部 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 20140916-1 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 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（内科学第二 准教授） 

審査内容 説明文書・同意書内の誤記があり、「飲用後」に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 

 

管理番号 20200805-1 種別 医学系研究 資料番号 8 

審査事項 研究の信頼性 

課題名 ヒシエキス・ルテイン含有加工食品の摂取による指尖皮膚糖化終末産物・カロ

テノイド量の変化測定 
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申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

審査内容 同意書への説明者の署名が適切でなかった事案があり、再発防止策について

検討した。当該研究は侵襲性がなく、今回、研究責任者が発覚後に素早く報告

し再発防止策を含む対応も適切であると判断したため研究の継続を承認するこ

ととなった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

 議題２ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、令和 3 年 1 月 14 日（木）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 72 件のうち、承認が 60 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（8 件） 

管理番号 20201216-1 資料番号 9 

審査事項 研究の実施 

課題名 医療を目的とした尿ステロイドプロフィル解析 

申請者 和田 啓介（小児科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 〈質疑〉 

    ・説明文書・同意書内の文章が分かりづらいと指摘があったが、予備審査の結果で、研

究計画書を再考することとしているため、提出があった際は今回の意見を含めて確認す

ることとした。 

 

管理番号 20201203-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 Plication 法での短縮術を併用した外斜視症例の術後成績 

申請者 持地 美帆子（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 

 

管理番号 20201222-2 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 ロービジョン外来受診者を対象とした後ろ向き観察研究 

申請者 原 克典（眼科 助教） 

迅速審査の理由 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 20201215-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 切除不能進行肝細胞癌患者に対する分子標的薬治療における、初回導入

薬としてのレンバチニブ、及びソラフェニブに関する調査 

申請者 矢崎 友隆（肝臓内科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 指摘事項修正後、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 20201215-2 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 食道がん術前集中リハビリテーションの効果の検証―身体機能および在

院日数についての後方視的研究― 

申請者 馬庭 壯吉（リハビリテーション医学 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 20201217-1 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 島根県がん対策のための島根県院内がん登録情報を活用したがん診療実

態調査 

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 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 20201225-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 質量分析（LC-MS/MS）を使用した D および L-β-aminoisobutyric acid (D, 

L-BAIBA)の定量化と生活習慣病リスクの関連性に関する観察研究 

申請者 外山 雄大（地域包括ケア教育研究センター 研究員） 

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。） 
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管理番号 20201221-1 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 当院における肝癌治療の現状 

申請者 片岡 祐俊（肝臓内科 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。） 

 

2．「1．」以外の案件（64 件） 

管理番号 20160823-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 バレット食道の臨床的特徴と長期経過に関する検討 

申請者 石村 典久（内科学第二 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 20201210-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 切除不能進行・再発胃癌を対象とした S-1/シスプラチン併用（CS）療法

とドセタキセル/シスプラチン/S-1 併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相

試験 

予後因子解析に関する附随研究計画書 ver. 1.0 

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、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 20201222-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 気道異物による窒息に対する多施設前向き観察研究 

申請者 室野井 智博（高度外傷センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、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 20201218-1 

審査事項 研究の実施 
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課題名 コリン性蕁麻疹に関するレジストリの構築 

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 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 20201224-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 術後化学療法を受けた子宮体癌における新たな予後因子の検討 

申請者 石川 雅子（婦人科 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 20161219-1 

審査事項 SAE 

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 

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 20201224-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 胃原発 NEC 切除後症例を対象とした多施設共同後方視的研究 

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 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 20100825-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 低ホスファターゼ症患者細胞を用いた細胞分化研究 

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 承認 

 

管理番号 20160128-1 
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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 胎児付属物を用いた幹細胞研究 

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 承認 

 

管理番号 20180319-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 甲状腺癌における骨粗鬆症の頻度と原因についての検討(後向き) 

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 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 三瀧 真悟（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 20180119-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 OSNA 法によるリンパ節転移診断を実施した乳癌患者の症例登録事業 

申請者 板倉 正幸（乳腺内分泌外科 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 20101130-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 Barrett 食道に関する全国疫学調査・研究 

申請者 石村 典久（内科学第二 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 20090126-2 



 9 / 18 

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 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 20171215-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 

申請者 秋山 恭彦（脳神経外科学 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 20160513-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 呼吸器疾患克服の研究基盤としてのバイオリソースバンクの構築 

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 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 

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 20130930-9 
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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 Loop mediated-isothermal amplification (LAMP)法を用いた急性感染発疹症

の迅速診断法の確立 

申請者 新原 寛之（皮膚科 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 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 造血細胞移植および細胞治療医療の全国調査 

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 20190408-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 免疫染色および質量分析によるアミロイドーシス病理診断に基づいた各

アミロイドーシス病型の臨床情報の集積と解析 

申請者 長井 篤（内科学第三 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 20160630-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 高齢者および認知症患者における EEG default mode network とモニタリン

グ反応の変化 

申請者 石飛 文規（検査部 臨床検査技師） 

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 軽微な侵襲のみ・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 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 
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審査結果 承認 

 

管理番号 20171108-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 自己免疫介在性脳炎・脳症に関する多施設共同研究 

申請者 三瀧 真悟（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 20161206-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 好酸球性食道炎患者の CYP2C19 遺伝子多型と治療効果に関する研究 

申請者 石村 典久（内科学第二 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 20190517-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脂肪酸代謝異常症に対するペマフィブラートの有効性の評価 

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 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 太田 征孝（皮膚科 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 20190114-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 放射線画像領域における深層学習の基礎的検討 

申請者 山本 泰司（放射線医学 助手） 

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 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 

 

管理番号 20170131-1 

審査事項 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 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 20190807-1 

審査事項 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） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170830-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 

申請者 渡邊 伸英（内科学第四 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 20200319-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価 

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 
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審査結果 承認 

 

管理番号 20171120-7 

審査事項 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 

申請者 三原 亨（集中治療部 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 20060809-1 

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） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200325-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 慢性閉塞性肺疾患と関連するバイオマーカーの探索 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 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 20111124-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 JALSG 参加施設に新たに発生する全 AML、全 MDS、全 CMML 症例を対

象とした 5 年生存率に関する観察研究（前向き臨床観察研究） 

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 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） 
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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 承認 

 

管理番号 20171120-10 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 肥満患者における腹腔鏡手術中の終末呼気圧が呼吸メカニクス及び換気

分布に与える影響を調べる介入研究 

申請者 片山 望（集中治療部 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181119-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 炎症性腸疾患患者の病態把握におけるカルプロテクチンの臨床的有用性

評価に関する検討：測定キット間の比較 

申請者 川島 耕作（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 20200710-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 難治性潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス投与における薬剤性腎障

害の検討 

申請者 大嶋 直樹（光学医療診療部 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 20191219-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 足関節外側靭帯損傷に対する靭帯修復および形成術の治療成績に関する

後ろ向き研究 

申請者 今出 真司（整形外科学 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 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 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 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） 

東條 直貴（雄山アイクリニック 院長） 

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 20201020-1 

審査事項 研究計画等の変更 

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） 

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 20170130-2 

審査事項 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（人間科学科 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 20110831-2 

審査事項 研究実施状況報告 

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 20190328-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 気管支喘息患者における身体活動性の調査 多施設共同研究 

申請者 天野 芳宏（呼吸器・化学療法内科 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 20180420-12 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 実臨床での大腸内視鏡診断における拡大内視鏡の有用性の検討：多施設

共同前向き比較試験 

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

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） 
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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 

 

議題３ 研究終了報告（12 件） 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 12 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 

20140724-1 新生児タンデムマス・スクリーニング対

象疾患患者のコホート調査 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20140728-1 トホグリフロジンの安全性および有効

性の検討－前向き観察研究－ 

守田 美和 

（内分泌代謝内科 助教） 

20150127-4 使用済ろ紙血を用いた尿素サイクル異

常症の新生児マススクリーニング法開

発のための基礎的検討 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20160426-1 逆流性食道炎と口腔内細菌叢との関連

に関する探索的研究 

古田 賢司 

（おおつ内科クリニック 院

長） 

20160426-1 逆流性食道炎と口腔内細菌叢との関連

に関する探索的研究 

橋本 朋之 

（はしもと内科クリニック 

院長） 

20170110-1 急性腎障害障の処置に hANP 投与した患

者に関するレトロスペクティブ研究 

田邊 一明 

（内科学第四 教授） 

20170131-3 尿素サイクル異常症患者の新生児マス

スクリーニング等使用済みろ紙血中に

おけるオロット酸値に関する研究 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20180320-1 成人 VLCAD 欠損症および GA2 患者の

予後調査 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20190510-1 脳神経外科診療での脳波検査の利用状

況に関する後ろ向き調査 

永井 秀政 

（脳神経外科学 准教授） 

20190918-2 生検組織における超・拡大内視鏡

（Endocytoscopy）を用いた腫瘍細胞含有

割合評価の検討 

栗本 典昭 

（呼吸器・化学療法内科 医科

医員） 

20200225-1 血管内皮増殖因子 (Vascular Endothelial 

Growth Factor: VEGF)阻害薬を含む化学

療法中の切除不能・再発大腸癌患者にお

ける随時尿蛋白/クレアチニン比測定の

有用性  - 単施設後方視的観察研究 

田島 義証（代理：谷浦隆仁） 

（消化器・総合外科学 教授） 

20200228-1 腹壁瘢痕ヘルニアに対する適切な術式

の検討 -単施設後方視的探索研究- 

田島 義証（代理：谷浦隆仁） 

（消化器・総合外科学 教授） 
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議題４ 検討事項 

  西暦 2021 年度医学部医の倫理委員会の開催日程について        資料番号 40 

 

事務局から、資料に基づき 2021 年度の医学部医の倫理委員会の開催日程について、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 62 回医学系大学倫理委員会連絡会議の参加報告について       資料番号 50 

  

2020 年 12 月 18 日（金）開催された第 62 回医学系大学倫理委員会連絡会議及び一般社団法人

設立記念シンポジウムについて参加した原田委員長と事務局より資料に基づき報告があった。 

 

議題６ 報告事項 

医学部医の倫理委員会電子申請システムの運用開始について       資料番号 60 

 

 医の倫理委員会電子申請システムの運用開始に向けて資料に基づき事務局より説明があった。 

運用に向けてのスケジュールは以下の通りである。 

・1 月中システムの改修終了。 

・2 月初旬に説明会開催し、2 月中旬頃には研究のデータをシステムへ移行作業。 

・4 月の審査分より電子申請システム運用開始。 

 

また、今後審査資料について iPad や PC で閲覧し紙媒体の廃止をしていく方向と報告があった。 

 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 3 年 2 月 22 日（月）、15 時 


