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令和 3 年度 第 9 回島根大学医学部医学研究倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和 3 年 12 月 20 日（月）15 時 00 分から 15 時 36 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）、長瀬真実子、谷戸正樹*、中島和寿*、

原 祥子*、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 橋本由里、村川洋子、竹下治男 

事務局  向山孝行、西村修平、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 

      *web での参加 

【成立要件の確認（医学部医学研究倫理委員会規則第 5 条）】 

 出席者数／全委員数 13 名／16 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 2 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 6 名、男性 10 名、女性 3 名 

  

 議題１ 申請案件の審査（通常審査） 

1．書面による審査（6 件） 

管理番号 20180718-3 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 実施状況報告 

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（眼科学講座 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

〈谷戸委員は審議に加わっていない〉 

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 2 

審査事項 実施状況報告 

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（眼科学講座 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

〈谷戸委員は審議に加わっていない〉 

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 20190426-2 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 実施状況報告 

課題名 重症外傷患者に対する制限輸血戦略クラスターランダム化クロスオーバー非劣

性試験 

申請者 室野井 智博（高度外傷センター 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 20190426-2 種別 医学系研究 資料番号 3-2 

審査事項 SAE 

課題名 重症外傷患者に対する制限輸血戦略クラスターランダム化クロスオーバー非劣

性試験 

申請者 室野井 智博（高度外傷センター 助教） 

審査内容  有害事象報告が提出された経緯について、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 20200914-1 種別 医学系研究 資料番号 4 

審査事項 実施状況報告 

課題名 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌

（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法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） 

審査内容 質問・意見は特になし 

〈中島委員は審議に加わっていない〉 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 C20211115-1 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 CST 

課題名 ASSET（Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma）コース 

申請者 渡部 広明（Acute Care Surgery 講座 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 20210420-1 種別 医学系研究 資料番号 15 

審査事項 SAE 

課題名 切除不能肝細胞癌患者に対する Atezolizumab+Bevacizumab 併用療法の多施設共

同前向き観察研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

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 3 年 12 月 8 日（水）に開催した医学研究倫理委員会（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 39 件、保留が 1 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 20211124-1 資料番号 6 

審査事項 新規申請 

課題名 日本における医師と看護師の共感の比較 

申請者 和足 孝之（総合診療医センター 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 20211020-1 資料番号 7 

審査事項 新規申請 

課題名 各種緑内障流出路再建術後の前房出血の集計 

申請者 谷戸 正樹（眼科学講座 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 20211104-1 資料番号 8 

審査事項 新規申請 

課題名 重症心身障害児における視線入力装置を用いた視力測定システムの評価 
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申請者 原 克典（眼科 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 20211105-1 資料番号 9 

審査事項 新規申請 

課題名 Catheter-over-needle を使用した持続腸骨筋膜下ブロック：人工股関節置換

術における catheter-through-needle との後ろ向き比較検討 

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 承認 

 

管理番号 20211108-1 資料番号 10 

審査事項 新規申請 

課題名 大腿骨頸部骨折術後患者の退院時 FIM と社会参加との関連性 

申請者 馬庭 壯吉（リハビリテーション医学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20211111-1 資料番号 11 

審査事項 新規申請 

課題名 当院高齢心不全患者の非自立歩行要因の検討 

申請者 伊藤 郁子（リハビリテーション部 理学療法士） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20211118-1 資料番号 12 

審査事項 新規申請 

課題名 カルボプラチン＋エトポシド＋アテゾリズマブで治療を行った大細胞神

経内分泌癌と小細胞肺癌症例の比較検討 

申請者 掘江 美香（呼吸器・化学療法内科 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 20211123-1 資料番号 13 

審査事項 新規申請 

課題名 学校健診における成長曲線異常判定のプログラム開発 
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申請者 鞁嶋 有紀（小児科 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 KS20211117-1 資料番号 14 

審査事項 新規申請 

課題名 肝硬変症例のストループテスト値の変化に関連する因子についての探索

的研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

2．「1．」以外の案件（31 件） 

管理番号 20211119-1 

審査事項 新規申請 

課題名 2021 年に外科治療を施行された肺癌症例の データベース研究: 肺癌登

録合同委員会 第 11 次事業 

申請者 山根 正修（呼吸器外科学 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 承認 

 

管理番号 20110831-2 

審査事項 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（整形外科学講座 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 20160727-1 

審査事項 実施状況報告 

課題名 気分障害患者（MD：mood disorder patients）・統合失調症患者（Sc：

schizophrenia patients）等を対象とした修正型電気痙攣療法（mECT: 

modified electroconvulsive therapy）による改善度の近赤外線光トポグラフ

ィー（NIRS：near-infrared spectroscopy）等を用いての評価 

申請者 金山 三紗子（精神科 医員） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20160727-1 

審査事項 変更申請 

課題名 気分障害患者（MD：mood disorder patients）・統合失調症患者（Sc：

schizophrenia patients）等を対象とした修正型電気痙攣療法（mECT: 

modified electroconvulsive therapy）による改善度の近赤外線光トポグラフ

ィー（NIRS：near-infrared spectroscopy）等を用いての評価 

申請者 稲垣 正俊（精神医学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20161006-1 

審査事項 実施状況報告 

課題名 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの

構築 

申請者 竹谷 健（小児科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20161006-1 

審査事項 変更申請 

課題名 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの

構築 

申請者 竹谷 健（小児科学講座 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・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20070305-2 

審査事項 変更申請 

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（産科婦人科学講座 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 20111006-1 

審査事項 変更申請 

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
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法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20151113-1 

審査事項 変更申請 

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 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、軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170131-1 

審査事項 変更申請 

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 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180120-3 

審査事項 変更申請 

課題名 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察

研究 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 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 20180927-2 

審査事項 変更申請 

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 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 承認 

 

管理番号 20190220-2 

審査事項 変更申請 

課題名 尿路上皮がんに対する免疫チェックポイント阻害薬治療の多施設共同観
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察研究 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 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 20190513-2 

審査事項 変更申請 

課題名 高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評価（Geriatric 

Assessments）の有用性を検討するクラスターランダム化第 3 相比較臨床

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 20190618-3 

審査事項 変更申請 

課題名 上部尿路癌における予後予測マーカーの開発 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 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 20190626-1 

審査事項 変更申請 

課題名 本邦における BCG unresponsive 症例の実態調査 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科学講座 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 20200401-1 

審査事項 変更申請 

課題名 島根県における関節リウマチ患者の実態調査 

申請者 近藤 正宏（膠原病内科 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 20200813-2 

審査事項 変更申請 
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課題名 肝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 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200825-1 

審査事項 変更申請 

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（循環器外科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20201019-1 

審査事項 変更申請 

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） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210419-1 

審査事項 変更申請 

課題名 造血幹細胞移植後患者に対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

ワクチンの有効性および安全性の観察 

申請者 高橋 勉（内科学講座（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、軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210521-2 

審査事項 変更申請 

課題名 COVID-19 ワクチンの免疫学的効果の検証 

申請者 竹谷 健（小児科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210608-1 
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審査事項 変更申請 

課題名 アグレッシブ ATL の予後に影響する因子について検討する多施設共同前

向き観察研究 

申請者 高橋 勉（内科学講座（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 20210719-1 

審査事項 変更申請 

課題名 大学病院機能向上に向けた医師クラークの運用に関する調査・研究 

申請者 田島 義証（外科学講座（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 KS20210824-1 

審査事項 変更申請 

課題名 膠原病患者における COVID-19 ワクチンの免疫学的効果の検証 

申請者 近藤 正宏（膠原病内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

（委員長決裁） 

管理番号 20110831-2 

審査事項 変更申請 

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（整形外科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170915-2 

審査事項 変更申請 

課題名 学校におけるスポーツ傷害の予防に関する研究 

申請者 門脇 俊（整形外科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 
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管理番号 20171114-1 

審査事項 変更申請 

課題名 Ultrasound micro-flow imaging を用いた頸動脈プラークの新生血管血流のド

プラ解析 

申請者 中川 史生（脳神経外科学講座 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190426-2 

審査事項 変更申請 

課題名 重症外傷患者に対する制限輸血戦略クラスターランダム化クロスオーバー

非劣性試験 

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 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210708-1 

審査事項 変更申請 

課題名 続発性骨粗鬆症患者の骨強度に対する骨構造的骨質の解明：横断的観察研

究 

申請者 山本 昌弘（内科学講座（内科学第一） 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 20210921-1 

審査事項 変更申請 

課題名 まめネットの活用状況を検証する研究 

申請者 名越 究（環境保健医学講座 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（3 件）                      資料番号 30 

管理番号 課題名 研究責任者 

20120105-1 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 

平原 典幸 

（外科学講座（消化器・総合

外科学） 准教授） 

20190923-1 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 

堀田 尚誠 

（呼吸器・化学療法内科 助
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教） 

20200401-1 島根県における関節リウマチ患者の実

態調査 

杉浦 智子 

（すぎうら医院 副院長） 

 

議題４ 検討事項 

  研究申請の取下げについて                      資料番号 40 

管理番号 20211019-2 種別 医学系研究 資料番号 40 

審査事項 申請取下げ 

課題名 頭部外傷患者における脳卒中ドライバーのスクリーニング評価 日本版

(J-SDSA)の信頼性について 

申請者 大西 友香（リハビリテーション部 作業療法士） 

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５ 検討事項 

  既存情報の定義と後方視的観察研究のあり方について           資料番号 50 

  鈴木副委員長から研究申請以降に収集する情報を用いる研究のあり方について、情報提供が

あり、後方視的解析の判断規準を改めて確認した。 

 

 議題６ 報告事項 

前回の本委員会において検討した研究申請の取下げについて          資料なし 

管理番号 20170731-7 種別 医学系研究 資料番号  

審査事項 申請取下げ 

課題名 血栓症患者の遺伝子解析 

申請者 竹谷 健（小児科学 教授） 

事務局より申請取り下げの理由について、他の研究として申請されているものはなく、保険診

療が可能となったためであることを確認した。 

 

＜連絡・報告事項＞ 

・委員長から、全ての委員が e-APRIN「2021 年倫理審査委員コース」を受講したことについて報

告があった。 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 4 年 1 月 24 日（月）、15 時 


