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令和 3 年度 第 10 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 4 年 1 月 24 日（月）15 時 00 分から 15 時 35 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*、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*、 

橋本由里*、吉田純子*、祖田浩志*、井上明夫* 

 欠席委員 村川洋子 

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 15 名／16 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 9 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 4 名 

  

 議題１ 申請案件の審査（通常審査） 

1．書面による審査（13 件） 

管理番号 20191003-1 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 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 20180120-2 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 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 
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管理番号 20190319-1 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 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ドの効果

に関するパイロット研究 

申請者 竹谷 健（小児科学講座 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 20201130-1 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 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 20190327-2 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 実施状況報告 

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（外科学講座（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 20191203-1 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 実施状況報告 

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 なし） 

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 20191203-1 種別 医学系研究 資料番号 7 

審査事項 実施状況報告 

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（医療法人碧樹会山林眼科 なし） 

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 C20211215-1 種別 医学系研究 資料番号 8 

審査事項 CST 実施 

課題名 Cadaver を用いた膝関節手術、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 C20211215-2 種別 医学系研究 資料番号 9 

審査事項 CST 実施 

課題名 第 3 回耳鼻咽喉科臨床解剖実習（側頭骨手術・経鼻頭蓋底手術） 

申請者 坂本 達則（耳鼻咽喉科・頭頸部外科 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 C20211215-3 種別 医学系研究 資料番号 10 

審査事項 CST 実施 

課題名 CTRT（Cadaver Training for Renal Transplantation）コース 

申請者 和田 耕一郎（泌尿器科 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 C20210817-1 種別 医学系研究 資料番号 11 

審査事項 CST 報告 

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） 

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 C20210915-1 種別 医学系研究 資料番号 12 

審査事項 CST 報告 

課題名 CTACS（Cadaver Training for Acute Care Surgery）コース 

申請者 木谷 昭彦（Acute Care Surgery 講座 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 C20210915-2 種別 医学系研究 資料番号 13 

審査事項 CST 報告 

課題名 涙嚢鼻腔吻合術トレーニング 

申請者 原 克典（眼科学講座 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 

 

議題２ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、令和 4 年 1 月 13 日（木）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 41 件のうち、承認が 40 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（8 件） 

管理番号 20211209-1 資料番号 14 

審査事項 新規申請 
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課題名 まめネットの利用向上のためのアンケート調査 

申請者 名越 究（環境保健医学講座 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 20211213-1 資料番号 15 

審査事項 新規申請 

課題名 心筋生検 Zebra body における Fabry 病の遺伝子異常の有無について 

申請者 川原 洋（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 20211214-1 資料番号 16 

審査事項 新規申請 

課題名 ECOG PS 2-4 の EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者におけるオシメルチニブ

の後方視検討 

申請者 河角 敬太（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 KS20211220-1 資料番号 17 

審査事項 新規申請 

課題名 EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者における癌関連血栓塞栓症の発症メカニ

ズムを解明するための基礎的検討 

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 

備考 一括審査対象の共同研究機関：広島大学医学部附属病院 

 

管理番号 20211215-1 資料番号 18 

審査事項 新規申請 

課題名 造血幹細胞移植後の血漿グレリン濃度の前向き観察研究 

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 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20211220-2 資料番号 19 
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審査事項 新規申請 

課題名 気管挿管下の人工呼吸管理を行った高齢呼吸不全患者の後ろ向き検討 

申請者 吉原 健（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 20211221-1 資料番号 20 

審査事項 新規申請 

課題名 半導体 PET/CT 装置を用いた腹臥位乳房 PET/CT 検査の確立 

申請者 矢田 伸広（放射線部 主任診療放射線技師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20211220-3 資料番号 21 

審査事項 新規申請 

課題名 集中治療室重症患者の予後に関する調査 

申請者 福原 翔（リハビリテーション部 理学療法士） 

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 

 

2．「1．」以外の案件（33 件） 

管理番号 20170830-4 

審査事項 実施状況報告 

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（内科学講座（内科学第四） 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 20170830-4 

審査事項 変更申請 

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（内科学講座（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 20180501-1 

審査事項 変更申請 
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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・頭頚部外科 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 20190327-2 

審査事項 変更申請 

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（外科学講座（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 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 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 金地 伸拓（呼吸器内科 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 

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 窪田 哲也（呼吸器・アレルギー内科 病院教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、主たる研究機関で承認済み 
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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 小賀 徹（呼吸器内科学 主任教授） 

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 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 市原 英基（呼吸器・アレルギー科 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 

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 高田 一郎（内科 科長） 

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 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 藤原 慶一（呼吸器内科 医長） 

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 
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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 松永 和人（呼吸器・感染症内科学講座 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 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 井上 考司（呼吸器内科 主任部長） 

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 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 篠原 勉（内科 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域呼吸器・総合内科

科学分野 特任教授） 

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 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 濱田 昇（呼吸器内科 部長） 

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 20190513-2 
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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 庄田 浩康（呼吸器内科 主任部長） 

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 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 峯下 昌道（呼吸器内科 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 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 倉田 宝保（呼吸器腫瘍内科 診療教授） 

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 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 前門戸 任（呼吸器・アレルギー・膠原病内科 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 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 
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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 井上 純人（第一内科 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 

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 小島 哲弥（腫瘍内科 部長） 

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 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 本田 亮一（呼吸器内科 特任医師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20201026-2 

審査事項 実施状況報告 

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 20201026-2 

審査事項 変更申請 

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（眼科学講座 教授） 

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 20210420-1 

審査事項 変更申請 

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） 

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 20210420-1 

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） 

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 KS20210625-2 

審査事項 変更申請 

課題名 シメプレビルナトリウム市販前後における有効性・安全性の比較研究 

申請者 關 真美（医療情報学講座 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

備考 一括審査対象の研究機関： 

大田市立病院、松江赤十字病院、公立邑智病院、松江市立病院、出雲市

立総合医療センター、済生会江津総合病院、安来市立病院、益田赤十字

病院、島根県立中央病院、国立病院機構 浜田医療センター、医療法人 好

生堂 和﨑病院 

 

管理番号 KS20210820-1 

審査事項 変更申請 

課題名 遺伝子変異を起因とする成長障害の病態解明 

申請者 鞁嶋 有紀（小児科 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

備考 一括審査対象の研究機関： 

あいち小児保健医療総合センター、熊本大学病院、茨城県立こども病院、

東京大学医学部附属病院、鳥取大学、東京大学、信州大学 
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管理番号 KS20211027-1 

審査事項 変更申請 

課題名 アグレッシブ NK 細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究

（ANKL22） 

申請者 鈴木 律朗（内科学講座（血液・腫瘍内科学） 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

備考 一括審査対象の共同研究機関： 

群馬大学医学部附属病院、秋田大学医学部附属病院、信州大学医学部附

属病院、新潟大学大学院医歯学総合研究科、神奈川県立がんセンター、

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院、東海大学医学

部、東北大学病院、名古屋大学医学部附属病院、豊橋市民病院、自治医

科大学附属さいたま医療センター、愛育病院、日本赤十字社愛知医療セ

ンター名古屋第一病院、九州大学病院、京都大学医学部附属病院、生長

会 府中病院、京都府立医科大学, 神戸市立医療センター中央市民病院、

NTT 東日本関東病院、山形大学医学部附属病院、北海道大学病院、順天

堂大学医学部附属順天堂医院、愛媛大学医学部附属病院、国立がん研究

センター中央病院、岩手医科大学附属病院、九州がんセンター、神戸大

学医学部附属病院、大阪市立大学大学院医学研究科、東京医科歯科大学

医学部附属病院、藤田医科大学病院、横浜市立大学附属総合医療センタ

ー、亀田総合病院、釧路労災病院、慶応義塾大学病院、大分大学医学部

附属病院、京都第一赤十字病院、和歌山県立医科大学、長野赤十字病院、

名古屋市立大学病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、加古川中央市民

病院、近畿大学病院、徳島県立中央病院、愛知県がんセンター、山口大

学医学部附属病院、東京逓信病院、一般財団法人住友病院、高知大学医

学部附属院、東京大学医科学研究所、岐阜大学医学部附属病院、鹿児島

大学病院、福井県立病院、東京慈恵会医科大学附属病院、岩手県立中央

病院、岡山大学病院 

 

（委員長決裁） 

管理番号 20190319-1 

審査事項 変更申請 

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ド

の効果に関するパイロット研究 

申請者 竹谷 健（小児科学講座 教授） 

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 20210914-1 

審査事項 変更申請 

課題名 食道がん患者に対する周術期管理チームのサポートに関する検討 

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 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190114-1 

審査事項 変更申請 

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（放射線医学講座（放射線医学） 助手） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20211016-1 

審査事項 変更申請 

課題名 非侵襲的肝線維化スコアの肝線維化診断能に関する多施設共同研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

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（14 件）                       資料番号 30 

管理番号 課題名 研究責任者 

20170219-3 腎細胞癌を合併した 2型糖尿病患者にお

ける腫瘍随伴徴候とインスリン必要量

増加の関連についての検討 

野津 雅和 

（内科学講座（内科学第一） 

助教） 

20181017-3 上部尿路上皮癌における最適な治療ア

ルゴリズム構築を目的としたリスク因

子に関する研究 

椎名 浩昭 

（医学部附属病院 病院長） 

20190220-1 甲状腺濾胞性腫瘍と腺腫様結節におけ

る細胞学的検討 

上垣 真由子 

（検査部 主任臨床検査技師） 

20190302-1 人工膝関節置換術における周囲骨の骨

密度に関する研究 

桑田 卓 

（整形外科 講師） 

20190320-1 切除不能進行肝細胞癌患者におけるレ

ンバチニブ投与に関する調査 

矢﨑 友隆 

（肝臓内科 医科医員） 

20190909-2 食物アレルギー症状の対応に関するア

ンケート調査 

竹谷 健 

（小児科学講座 教授） 

20191226-1 ICUのない病院における人工呼吸患者の 岩下 義明 
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実態調査〜後方視的観察研究 （救急医学講座 教授） 

20200217-2 悪性リンパ腫合併妊娠の多施設共同後

方視的観察研究 

大西 千恵 

（臨床研究センター 助教） 

20200321-2 未閉経バセドウ病女性における椎体骨

折リスクの検討 

野津 雅和 

（内科学講座（内科学第一） 

助教） 

20200401-3 薬剤の代替治療として行った緑内障手

術の集計 

谷戸 正樹 

（眼科学講座 教授） 

20200805-1 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 

谷戸 正樹 

（眼科学講座 教授） 

20210220-1 臨床症例を用いたマンモグラフィ読影

教育の有効性評価 

新藤 陽子 

（放射線部 主任診療放射線

技師） 

20210722-1 バセドウ病女性における骨格筋量と骨

粗鬆症の関連についての後方視的検討 

野津 雅和 

（内科学講座（内科学第一） 

助教） 

KS20210924-1 完全非接触型呼吸・心拍モニタリングデ

バイスの有用性に関する研究～パイロ

ット研究 

岩下 義明 

（救急医学講座 教授） 

 

議題４ 検討事項 

  西暦 2022 年度 医学研究に携わる者が受講すべき研究教育について     資料番号 40 

  臨床研究支援部門から、本学の臨床研究に携わる者が受ける 2022 年度の研究教育案が提出さ

れ、 

委員長より、提案内容について意見がある委員は、今週中に委員会事務局に連絡するよう指

示があった。 

  意見を踏まえて内容を決定し、2 月の教授会に諮ることとした。 

 

 議題５ 検討事項 

  西暦 2022 年度 医学研究倫理委員会の開催日程について          資料番号 50 

委員会事務局から、2022 年度医学研究倫理委員会日程表案を示し、2022 年 5 月と 2023 年 1

月の予備審査委員会について、教授会との兼ね合いで日程変更となったと説明があり、原案どお

り可決された。 

 

 議題６ 報告事項 

  第 64 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 60 

委員会事務局から資料に基づき、2021 年 12 月 24 日（金）・25 日（土）に開催された、第 64 
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医学系大学倫理委員会連絡会議及びシンポジウム、第 15 回倫理委員会委員・事務局向け研修会

について報告が行われた。 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 4 年 2 月 28 日（月）、15 時 


