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令和 4 年度 第 8 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 10 月 24 日（月）15 時 00 分から 15 時 28 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）、竹下治男*、原 祥子*、中島和寿*、中村守彦*、 

藤田 幸*、鞁嶋有紀*、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 鈴木律朗（副委員長）、谷戸正樹 

事務局  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*、大西千恵、藤間里華*、曽田智子*、 西村あゆみ*、大矢菜穂子 

 *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 7 名、男性 9 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） 

資料 １ 欠番 

 

管理番号 KS20220914-2 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 新規申請 

課題名 少量食物経口負荷試験陽性児に対する島根版緩徐微量経口免疫療法の有効性に

関する研究 

申請者 舛金 聖也（小児科 医科医員） 

審査内容 申請機関の予定集積数が設定無しとされている事について質問があり、施設

毎の登録数は決めず県全体として 200 例を目指すと回答されたが、安全性の面

から概数を記載した方が良いとの指摘を受け、修正することとなった。 

本研究を実施するのは申請者のみか確認があり、アレルギー外来を行ってい

るのは自分しかいないため、一人で行うと回答された。 

その他研究実施体制、想定されるアナフィラキシーの頻度と対応等について

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、承認とする。 

備考 一括審査対象の共同研究機関：松江赤十字病院、島根県立中央病院、浜田医療
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センター 

 

2．書面による審査（3 件） 

管理番号 CST20220915-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 CST 

課題名 第 5 回島根大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科臨床解剖実習（経鼻内視鏡手術） 

申請者 坂本 達則（耳鼻咽喉科・頭頚部外科 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 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 20140916-1 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 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（内科学講座（内科学第二） 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 

 

 議題２ 迅速審査の結果の報告 

委員長から、令和 4 年 10 月 12 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 29 件のうち、保留が 2 件、承認が 27 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。 
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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（11 件） 

管理番号 20220724-1 資料番号 6 

審査事項 新規申請 

課題名 緩和ケア患者を対象とした口腔細菌数と口腔環境へ影響を与える要因に

関する探索的検討：単施設前向き観察研究 

申請者 管野 貴浩（歯科口腔外科学講座 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 20220830-1 資料番号 7 

審査事項 新規申請 

課題名 経カテーテル的大動脈弁置換術における静脈麻酔薬の循環動態への影響

についての後方視的検討 

申請者 豊田 浩作（麻酔科 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 KS20220904-1 資料番号 8 

審査事項 新規申請 

課題名 臍帯血の血中アミノ酸プロファイルと胎児成長の探索 

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 誤記修正後、承認 

備考 一括審査対象の共同研究機関：東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

管理番号 20220912-1 資料番号 9 

審査事項 新規申請 

課題名 ペメトレキセド使用症例の FPGS SNPs と腎障害との関連の検討 

申請者 礒部 威（内科学講座（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 20220914-1 資料番号 10 

審査事項 新規申請 

課題名 当院における肝細胞癌に対する Atezolizumab/Bevacizumab 治療の後治療の

現状 
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申請者 矢﨑 友隆（肝臓内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20220914-3 資料番号 11 

審査事項 新規申請 

課題名 血液ガス測定値の時間的推移に関する検討 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学講座 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 20220916-1 資料番号 12 

審査事項 新規申請 

課題名 急性期脳卒中患者の早期離床と急性期病院退院時の状況に脳卒中ケアユ

ニットが与える影響―後向き観察研究― 

申請者 佐々木 翔太（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 20220917-1 資料番号 13 

審査事項 新規申請 

課題名 胆管空腸吻合部狭窄に伴う胆管結石に対するダブルバルーン小腸内視鏡

併用 ERCP による結石除去術の再発因子に関する後ろ向き研究 

申請者 福庭 暢彦（消化器内科 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 20220920-1 資料番号 14 

審査事項 新規申請 

課題名 婦人科・泌尿器科新規検査用パンツの有用性に関する研究 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20220927-1 資料番号 15 

審査事項 新規申請 

課題名 幼児、小学生、中学生の心の健康問題解決に向けた教員・保護者用対策手
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引の開発と対応体制の確立 

申請者 竹下 治男（法医学講座 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 20220926-1 資料番号 16 

審査事項 新規申請 

課題名 乳がん組織における乳酸トランスポーター4 発現の検討 

申請者 奥井 達雄（歯科口腔外科学講座 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

2．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（23 件） 

管理番号 20140916-1 

審査事項 変更申請 

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（内科学講座（内科学第二） 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 20220901-1 

審査事項 新規申請 

課題名 cT1-4aN0-3 胃癌におけるロボット支援下胃切除術の腹腔鏡下胃切除術に

対する優越性を検証するランダム化比較試験（JCOG1907） 

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 20220831-1 

審査事項 新規申請 

課題名 緑内障の治療成績に関する研究 

申請者 谷戸 正樹（眼科学講座 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 
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管理番号 20220920-2 

審査事項 新規申請 

課題名 肺癌における周術期個別化医療の確立を目指した遺伝子スクリーニング

と微小残存病変のモニタリングのための多施設共同前向き観察研究 

申請者 礒部 威（内科学講座（呼吸器・臨床腫瘍学） 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 20070305-1 

審査事項 実施状況報告 

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、タンパクの後方視的解析 

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 20070305-1 

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、タンパクの後方視的解析 

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 保留 

 

管理番号 20150227-5 

審査事項 変更申請 

課題名 Loop mediated-isothermal amplification (LAMP)法、GENECUBE®全自動遺伝

子測定を用いた疾患感受性特異 HLA の検査法の確立 

申請者 新原 寛之（皮膚科 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 20150924-2 

審査事項 変更申請 

課題名 脂質異常症を合併した一次予防患者における動脈硬化性疾患 発症に関

する観察研究 

申請者 野津 雅和（内科学講座（内科学第一） 助教） 
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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 20180920-3 

審査事項 変更申請 

課題名 リンパ腫に対する CHOP 療法による味覚・嗅覚変化の前向き観察研究 

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 承認 

 

管理番号 20190529-1 

審査事項 実施状況報告 

課題名 急性期脳梗塞において病態を反映した血清マーカーを網羅的に探索する 

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・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190529-1 

審査事項 変更申請 

課題名 急性期脳梗塞において病態を反映した血清マーカーを網羅的に探索する 

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・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190617-1 

審査事項 実施状況報告 

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 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190617-1 

審査事項 変更申請 

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 管野 貴浩（歯科口腔外科学講座 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20190809-1 

審査事項 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 

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 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・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190827-1 

審査事項 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・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20191024-1 

審査事項 変更申請 

課題名 高流量鼻カニューレ酸素療法が呼気の気流制限及び肺容量に与える影響 

申請者 二階 哲朗（集中治療部 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20220314-2 

審査事項 変更申請 

課題名 外傷予後に影響を与える病院到着時の体温と乳酸値との関連 

申請者 渡部 広明（Acute Care Surgery 講座 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

（委員長確認） 
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管理番号 20190515-1 

審査事項 変更申請 

課題名 疫学調査「口腔がん登録」 

申請者 奥井 達雄（歯科口腔外科学講座 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 20130701-1 

審査事項 変更申請 

課題名 日本インターベンショナルラジオロジー学会における症例登録データベ

ース事業 

申請者 吉廻 毅（放射線部 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 20200213-1 

審査事項 変更申請 

課題名 胆道結石や膵石形成における胆道・膵管内微生物の関与の研究 

申請者 三島 義之（内科学講座（内科学第二） 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20210921-2 

審査事項 変更申請 

課題名 頭頸部放射線治療による口腔細菌叢の変化についての解析及び有害事象

との関連性についての研究 

申請者 玉置 幸久（放射線治療科 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 20220720-1 

審査事項 変更申請 

課題名 高齢関節リウマチにおけるアダリムマブの有効性及び安全性と休薬の可

否についての検討 

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 

審査結果 承認 
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議題３ 研究終了報告（11 件） 

委員長から、資料のとおり研究責任者より 11 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 

20181019-4 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診

断（病変拾いあげ）システムの実証実験 

沖本 英子 

（消化器内科 助教） 

20150226-2 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 

大谷 浩 

（解剖学講座（発生生物学） 

教授） 

20210225-1 島根県における妊婦を取り巻く環境要

因（栄養、生活習慣、ストレス）と出生

時体重の関係 

大谷 浩 

（解剖学講座（発生生物学） 

教授） 

20190620-2 microRNA の網羅的解析を用いた好酸球

性食道炎と逆流性食道炎の類似性の検

討 

石村 典久 

（内科学講座（内科学第二） 

准教授） 

20200130-2 好酸球性消化管疾患の原因食物同定に

関する血中食物抗原特異的 IgG4 抗体測

定の有用性の検討 ―大阪市立大学に

よる多施設共同研究― 

石村 典久 

（内科学講座（内科学第二） 

准教授） 

20200517-2 222nm UVC 室内消毒ランプの眼安全性

に関する前向き観察研究 

谷戸 正樹 

（眼科学講座 教授） 

20160823-1 バレット食道の臨床的特徴と長期経過

に関する検討 

石村 典久 

（内科学講座（内科学第二） 

准教授） 

20200727-1 急性骨髄性白血病に対する化学療法に

よる悪心・嘔吐の後方視的研究 

高橋 勉 

（内科学講座（内科学第三） 

助教） 

20190820-2 脂肪酸代謝異常症合併母体の胎盤にお

ける脂肪酸代謝能の評価 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20181211-1 質量分析計を用いた先天代謝異常検査

による先天代謝異常症の詳細な病態把

握の検討 

小林 弘典 

（小児科 助教） 

20191003-1 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 

片山 望 

（集中治療部 助教） 

 

議題４ 検討事項 

研究の申請の取り下げについて                     資料番号 40 

管理番号 KS20220927-1 

審査事項 新規申請 

課題名 脳卒中後上肢麻痺の回復に対する Graded Motor Imagery 介入の比較検
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証：ランダム化比較試験 

申請者 長井 篤（内科学講座（内科学第三） 教授） 

事務局より本研究の初回の審査から今回の取り下げ書の提出となったことについての経緯が伝

えられ、検討の結果当該報告書を受理することとした。 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 4 年 11 月 28 日（月）、15 時 


