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令和 4 年度 第 3 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 6 月 27 日（月）15 時 00 分から 15 時 48 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*、谷戸正樹*、鞁嶋有紀*、 

原 祥子*、中島和寿*、中村 嗣*、安藤泰至*、橋本由里*、熱田雅夫*、吉田純子*、 

祖田浩志*、井上明夫* 

 欠席委員 中村守彦、藤田幸 

事務局  向山孝行、西村修平、椿 麻由美、原 恵、角 香並、石飛由樹、浦上かおり 

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 14 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 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 10 名、女性 4 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（1 件） 

管理番号 20220422-1 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 新規申請 

課題名 若年女性の低体重者に対する体格の適正化を狙いとした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 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 

 

2． 書面による審査（23 件） 

管理番号 20150316-1 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 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（総合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。 
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承認 

 

管理番号 20191129-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 有害事象報告 

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（内科学講座（呼吸器・臨床腫瘍学） 教授） 

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 20171218-1 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 子宮癌におけるセンチネルリンパ節検出の研究 

申請者 京  哲（産科婦人科学講座 教授） 

審査内容  先月の委員会での審査意見に対し、研究責任者から「保険収載の見込みが現

時点でなくなり、積極的な症例集積に至らず中止も検討している」と見解があ

ったと事務局から説明があり、検討した結果、今後の経過を見ていくこととな

った。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20190513-2 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 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） 

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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 実施状況報告 
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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（高知大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科 病院教授） 

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 20190513-2 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 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（香川大学医学部附属病院呼吸器内科 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 8 

審査事項 実施状況報告 

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（川崎医科大学呼吸器内科学 主任教授） 

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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 9 

審査事項 実施状況報告 

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（岡山大学病院呼吸器・アレルギー科 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 10 

審査事項 実施状況報告 

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（福山市民病院内科 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 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 11 

審査事項 実施状況報告 

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（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター呼吸器内科 医長） 

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 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 12 

審査事項 実施状況報告 

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（山口大学呼吸器・感染症内科学講座 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 13 

審査事項 実施状況報告 

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（愛知県立中央病院呼吸器内科 主任部長） 

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。 
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承認 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 14 

審査事項 実施状況報告 

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（高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院内科／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） 

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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 15 

審査事項 実施状況報告 

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（岡山市立市民病院呼吸器内科 部長） 

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 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 16 

審査事項 実施状況報告 

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（広島市立広島病院呼吸器内科 主任部長） 

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 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 17 

審査事項 実施状況報告 

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（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 18 

審査事項 実施状況報告 

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（関西医科大学呼吸器腫瘍内科 診療教授） 

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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 19 

審査事項 実施状況報告 

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（岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原病内科 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 20 

審査事項 実施状況報告 

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 純人（山形大学医学部第一内科 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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 21 

審査事項 実施状況報告 

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）
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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（KKR 札幌医療センター腫瘍内科 部長） 

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 

 

管理番号 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 22 

審査事項 実施状況報告 

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（総合病院国保旭中央病院呼吸器内科 特任医師） 

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 20190513-2 種別 医学系研究 資料番号 23 

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 大西 広志（高知大学医学部附属病院呼吸器アレルギー内科 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 20190820-4 種別 医学系研究 資料番号 29 

審査事項 有害事象報告 

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） 

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 
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委員長から、令和 4 年 6 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 34 件のうち、承認が 33 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（5 件） 

管理番号 20220516-1 資料番号 24 

審査事項 新規申請 

課題名 全身麻酔下手術後の嘔気嘔吐に対するオンダンセトロンの与える影響に

ついて: 後方視的観察研究 

申請者 橋本 龍也（麻酔科 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 20220517-1 資料番号 25 

審査事項 新規申請 

課題名 Helicobacter pylori 未感染胃における腺窩上皮型胃腫瘍と過形成性ポリー

プの臨床像および内視鏡像の比較 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20220526-1 資料番号 26 

審査事項 新規申請 

課題名 Helicobacter pylori 感染の有無による腺窩上皮型胃癌の臨床病理学的所見

の比較 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20220522-1 資料番号 27 

審査事項 新規申請 

課題名 妊娠悪阻の治療でクロルプロマジンを必要とした妊婦の予後に関する検

討 

申請者 京 哲（産科婦人科学講座 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20220422-2 資料番号 28 
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審査事項 新規申請 

課題名 食道癌根治切除後のテガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合

剤（S-1）を用いた術後補助療法の忍容性に関する研究 

申請者 平原 典幸（外科学講座（消化器・総合外科学） 准教授） 

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（29 件） 

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（香川大学医学部附属病院呼吸器内科 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 小賀 徹（川崎医科大学呼吸器内科学 主任教授） 

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 
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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 市原 英基（岡山大学病院呼吸器・アレルギー科 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 高田 一郎（福山市民病院内科 科長） 

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 藤原 慶一（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター呼吸器内科 医

長） 

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 井上 考司（愛知県立中央病院呼吸器内科 主任部長） 

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
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試験 

申請者 篠原 勉（高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院内科／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 

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（岡山市立市民病院呼吸器内科 部長） 

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 庄田 浩康（広島市立広島病院呼吸器内科 主任部長） 

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 峯下 昌道（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科 教授） 

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 
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申請者 倉田 宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科 診療教授） 

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 前門戸 任（岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原病内科 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

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 純人（山形大学医学部第一内科 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 小島 哲弥（KKR 札幌医療センター腫瘍内科 部長） 

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 本田 亮一（総合病院国保旭中央病院呼吸器内科 特任医師） 

迅速審査の理由 軽微な変更 
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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 松永 和人（山口大学呼吸器・感染症内科学講座 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20220512-1 

審査事項 新規申請 

課題名 実臨床データを用いた肝門部領域胆管癌の術前ドレナージ法別の有効性

と 手術に及ぼす影響に関する多施設共同検討 

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 20150316-1 

審査事項 変更申請 

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（総合周産期母子医療センター 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 20180219-4 

審査事項 実施状況報告 

課題名 神経疾患関連遺伝子の研究 

申請者 荒木 亜寿香（病理部 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 

 

管理番号 20191112-1 

審査事項 実施状況報告 

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 
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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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200221-1 

審査事項 変更申請 

課題名 全国胆道癌の後方視的観察研究 

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 20200517-1 

審査事項 変更申請 

課題名 緑内障手術の眼圧下降効果と合併症の統計 

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 20200522-1 

審査事項 実施状況報告 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210312-1 

審査事項 実施状況報告 

課題名 挿管・人工呼吸器治療を実施した高齢呼吸不全例に関する検討 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210312-1 

審査事項 変更申請 

課題名 挿管・人工呼吸器治療を実施した高齢呼吸不全例に関する検討 

申請者 中島 和寿（呼吸器・化学療法内科 助教） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210329-1 

審査事項 実施状況報告 

課題名 Singleplex 検査で遺伝子変異未検出の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象と

する cell free DNA を用いた Guardant360 によるMultiplex 遺伝子解析に

関する前向き観察研究 

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 軽微な侵襲・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 KS20220118-1 

審査事項 変更申請 

課題名 無症候性脳転移を有するドライバー遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞

細胞肺癌におけるチロシンキナーゼ単独療法と頭部放射線照射併用療法

の有効性を比較する後ろ向き研究 

申請者 奥野 峰苗（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 

 

議題３ 研究終了報告（16 件）                      資料番号 30 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 16 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 

KT20210721-4 前房挿入と硝子体腔挿入によるチュー

ブ手術の成績比較 

千原 悦夫 

（千原眼科医院 院長） 

20201120-1 高齢者用尿便判定センサーに関する臨

床研究 

岩下 義明 

（救急医学講座 教授） 

20191203-1 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

東條 直貴 

（雄山アイクリニック 院

長） 
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安全性に関する前向き介入研究 

20191203-1 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 

相良 健 

（医療法人さがら眼科クリニ

ック 理事長） 

20191203-1 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 

森 茂 

（医療法人森眼科内科医院 

院長） 

20150610-1 高安動脈炎と巨細胞性動脈炎の治療の

現状とその有効性と安全性に関する観

察研究 

村川 洋子 

（難病総合治療センター 教

授） 

20191203-1 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 

山林 茂樹 

（医療法人碧樹会山林眼科 

院長） 

20210205-1 Bevacizumab 併用化学療法後の再発卵

巣癌のプラチナ製剤 free 期間と化学療

法効果の後方視的再検討 

石川 雅子 

（婦人科 助教） 

20171114-3 ラモトリギンによる薬剤性過敏症症候

群（DIHS）と他剤による DIHS の比較

検討 

新原 寛之 

（皮膚科 講師） 

20201224-1 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 

石川 雅子 

（婦人科 助教） 

20200610-1 性暴力被害を受けた学生の回復を促す

支援に関する研究 

河野 美江 

（保健管理センター 教授） 

20171219-4 腺窩上皮型胃癌に関する遺伝子変異の

検索 

柴垣 広太郎 

（光学医療診療部 講師） 

20191203-1 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 

鈴木 克佳 

（医療法人社団鈴木眼科 院

長） 

20151019-2 PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を

含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺

癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴

を明らかにするための前向き観察研究 

中尾 美香 

（先進医療管理センター 助

教） 

20191203-1 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

吉川 啓司 

（吉川眼科クリニック 院
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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 

長） 

20171019-1 標準的化学療法を行った進行期小児リ

ンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を

主目的とした多施設共同試験 

小山 千草 

(小児科 医科医員) 

  

議題４ 検討事項                              資料番号 40 

  島根大学における人を対象とする研究に関する取扱規則、規程、手順書、医学研究倫理委員会

業務手順書の改訂について 

 

 臨床研究支援部門から資料に基づき、島根大学全学共通の、「人を対象とする生命科学・医学

系研究に関する取扱規則」、「人を対象とする研究（倫理指針が適用される研究を除く）に関する

取扱規程」が制定されたことに伴い、医学部における人を対象とする生命科学・医学系研究に係

る業務手順書及び医学研究倫理委員会業務手順書の改正についての説明があり、検討の結果、原

案の通り了承し、次回の教授会に諮ることとした。 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 4 年 7 月 25 日（月）、15 時 


