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第２４０回和歌山県立医科大学 

倫 理 審 査 委 員 会 議 事 要 旨 

 

■開催日時 

  令和３年４月１９日（金） １６時００分～１８時３５分 

 

■開催場所 

  管理棟２階 特別会議室 

 

■出席委員 

  藤井委員、井上（徳）委員、北野（雅）委員、園木委員、茂里委員、藤吉委員、松原委員、保富委員、 

島委員、井上（み）委員、前馬委員、増田委員、永野委員、中西委員、浅野委員、田村委員、中野委員 

（１７名出席） 

 

■審査件数 

  迅速審査の状況報告    ５２件 

  逸脱報告          １件 

  有害事象報告        １件 

  経過報告         １４件 

  終了・中止報告      １９件 

  変更申請         ２３件 

  新規申請          ３件 

 

■審議内容： 

 

１.外部委員の出席について 

  委員長より、新型コロナウイルス感染症への対応として、外部委員については、オンラインによる参加と

する旨説明があった。委員から特に指摘等は無く、承認された。 

 

３．委員の改選に伴う委員長及び副委員長の選出について 

  ４月１日より新たな体制となったことに伴い、委員の互選により藤井委員を新委員長に、井上徳光委員を

新副委員長に決定した。 

 

２．第２３９回倫理委員会議事録について 

  委員長より、前回委員会の議事録について報告があった。 

  委員から特に指摘は無く、委員会終了後も何か気づいた点等があれば事務局に連絡して頂きたい旨の説明

があった。 

 

３．第２３９回倫理委員会議事要旨について 

  委員長より、ホームページ公開用の議事要旨について報告があった。 

  委員から特に指摘は無く、委員会終了後も何か気づいた点等があれば事務局に連絡して頂きたい旨の説明

があった。 

 

４．迅速審査の状況報告について 

  委員長より、下記研究課題について審査状況の報告があった。委員から特に指摘等は無かった。 

 

審査完了(２６件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 
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3123 脳神経外科学講座 中尾 直之 

脳動脈瘤の増大およびコイル塞栓術後再発におけるパ

ロキセチンの抑制効果の後ろ向き検討 R2-NHO(心

脳)-01  

3125 生理学第一講座 堂西 倫弘 
健常成人の胃腸症状と胃のペースメーカー活動に対す

る前向き観察研究  

3126 内科学第三講座 藤本 大智 

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニ

ブからオシメルチニブ へ の逐次投与の有効性を評価

する多施設共同前向き観察研究における附随研究  

3127 内科学第三講座 藤本 大智 

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニ

ブからオシメルチニブ へ の逐次投与の有効性を評価

する多施設共同前向き観察研究における Cell free DNA 

を用いたバイオマーカー探索研究  

3128 外科学第一講座 宮坂 美和子 

エストロゲン受容体陽性 HER2 陰性乳癌に対する S-1 術

後療法・長期予後に関する多施設共同観察研究：POTENT

附随研究  

3129 脳神経外科学講座 八子 理恵 
脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及

び有効性等の検証のための研究  

3130 眼科学講座 岩西 宏樹 
多焦点眼内レンズの IC におけるシミュレーターの有用

性の評価  

3131 小児科学講座 熊谷 健 バナリスト hsCRPによる CRP測定を用いた臨床評価  

3133 外科学第一講座 宮坂 美和子 
乳腺外科医による広背筋皮弁を用いた体位非変換一期

乳房再建術の後ろ向き観察研究  

3083 紀北分院 寺口 真年 
腰曲がりに対する運動療法のエビデンス創出に関する

研究 

3095 整形外科講座 長田 圭司 
腰曲がりに対する運動療法のエビデンス創出に関する

研究 

3106 紀北分院 佐藤 紗規子 Ａ病院における褥瘡発生の現状調査 

3124 内科学第二講座 北野 雅之 

胃切除後 Roux-en-Y 再建術後の総胆管結石患者に対す

る超音波内視鏡下インターベンション治療とバルーン

内視鏡下 ERCPの比較解析-多施設前向き共同研究-  

3134 血液内科学講座 田村 志宣 
血管内 B 細胞リンパ腫における多施設共同後方視的研

究  

3135 第二外科学講座 速水 晋也 
肝細胞癌手術症例における他臓器重複癌の検討-後ろ向

き観察研究- 

3136 血液内科学講座 細井 裕樹 挙児希望のある慢性骨髄性白血病患者の治療実態調査  

3137 内科学第二講座 北野 雅之 
低亜鉛血症を有する慢性肝疾患患者に対する酢酸亜鉛

の治療効果 

3138 保健看護学部 山田 忍 
がん看護に関わる看護師のがんゲノム医療を受ける患

者の看護への思いに死生観が及ぼす影響の検討  

3132 内科学第三講座 山本 信之 

化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌に対するマ

ルチプレックス遺伝子パネル検査の有用性評価に関す

る臨床研究 (FIRST-Dx trial)  

3139 内科学第四講座 赤阪 隆史 
心房細動とヒト単球サブセットの関連性についての前

向き観察研究  

3140 神経精神医学講座 髙橋 隼 
うつ病に対する反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）治療に関す

る多施設共同横断的観察研究  

3141 外科学第二講座 山上 裕機 

食道扁平上皮癌におけるバイオマーカーとしての

circulating tumor DNA (ctDNA)の有用性の前向き観察

研究  
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3142 保健看護学部 山田 忍 
介護福祉士がサービス付き高齢者向け住宅でがんを患

う入居者を看取りまで支える体験  

3144 
リハビリテーショ

ン医学講座 
田島 文博 

リハビリテーション診療科への入院患者を対象とした

睡眠薬内服と起床直後の姿勢安定性を検討する前向き

観察研究 

3145 保健看護学部 山口 昌子 
分子標的治療を受ける進行肺がん患者の皮膚障害セル

フケア困難の実態解明  

3146 内科学第三講座 藤本大智 

進行・再発非小細胞肺癌における PD-1 阻害薬と化学療

法併用後のドセタキセル/ラムシルマブ の効果・予後を

評価するための多施設後方視研究 

 

審査中（２６件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3147 脳神経外科学講座 北山 真理 脊髄髄内腫瘍の治療成績と予後改善因子の解明 

3149 小児科学講座 垣本 信幸 
病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病

態解明 

3150 整形外科学講座 筒井 俊二 

神経根ブロックによる腰痛除痛効果は内視鏡下腰椎椎

弓切除術による腰痛除痛効果との相関関係に関する前

向き観察研究：神経根性腰痛の疾患概念の確立に向けて 

3151 紀北分院 髙田 幸尚 
鼻涙管閉塞症を併発した白内障手術患者における結膜

常在菌に対する後ろ向き観察研究 

3152 外科学第二講座 松田 健司 
乳児仙尾部奇形腫の長期予後に関する全国アンケート

調査 

3153 泌尿器科学講座 原 勲 泌尿器科悪性腫瘍における代謝産物の網羅的解析  

3154 整形外科学講座 山田 宏 
成人脊柱変形（腰曲がり）に対する保存療法の費用対効

果研究  

3155 外科学第二講座 山上 裕機 
食道癌術前化学療法の奏功と再発形式の関連を明らか

にするための他施設共同後ろ向き観察研究  

3156 皮膚科学講座 山本 有紀 
進行期悪性黒色腫疾患に対する術後補助療法後に関す

る観察研究 

3157 麻酔科学講座 山﨑 景子 

砕石位術後患者の下腿コンパートメント症候群の発症

ならびに下肢痛の発症に影響する因子に関する後ろ向

きコホート研究 

3159 産科・婦人科学講座 馬渕 泰士 
高齢子宮内膜癌患者に対する低侵襲手術療法の予後に

関する多施設共同観察研究  

3160 外科学第二講座 山上 裕機 
リキッドバイオプシーを用いた進行直腸癌に対する術

前放射線化学療法の効果予測  

3161 外科学第二講座 山上 裕機 
リキッドバイオプシーを用いた大腸癌肝転移症例に対

する術前化学療法の効果予測  

3162 保健看護学部 井上 みゆき 
看護職が被虐待児をケアする際に感じる共感疲労につ

いての認識と対応  

3163 整形外科学講座 長田 圭司 
Meyerding分類 1度腰椎変性すべり症に対する除圧術と

椎体間固定術の費用対効果に関する検討 ―5年追跡―  

3164 保健看護学部 谷野 多見子 
サウナの利用における身体的変化と主観的効果に関す

る研究 

3167 内科学第二講座 井田 良幸 
新世代マイクロ波凝固装置を用いた肝細胞癌治療の効

果と安全性に対する後ろ向き観察研究 
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3165 腫瘍センター 月山 淑 
入院患者に対する自宅仮想現実映像を用いた緩和ケア

の有用性を検討する前向き観察研究 

3158 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
保富 宗城 

頭頸部癌根治切除後遊離空腸再建術における手術術式

均一化と術後合併症の関係についての前向き観察研究 

3166 外科学第二講座 松田 健司 

RAS 遺伝子変異型腫瘍を有する切除不能進行・再発大腸

癌患者における化学療法後の血液中 RAS 遺伝子変異を

評価する観察研究 

3168 薬剤部 大西 健太 抗 HIV療法に対する患者満足度についての研究  

3169 保健看護学部 齋藤 真希 
立ち会い出産における夫の関わりに対する女性と夫の

認識  

3170 
大学院保健看護学

研究科 
辻 あさみ 

安定期の幽門側胃切除術後患者の術後症状が心理社会

的側面に及ぼす影響 

3171 
総合周産期母子医

療センター 
熊谷 健 

遺伝診療部 5 年間の診療実績に関する後ろ向き観察研

究 

3172 小児科学講座 熊谷 健 
母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査の 5 年間の

実績と転帰に関する後ろ向き観察研究 

3173 保健看護学部 宮井信行 
若年者におけるライフスタイルが生活習慣病の危険因

子に及ぼす影響に関する観察研究 

 

５．各種報告 

 

〇逸脱報告 

  委員長より、下記研究課題について報告があった。委員から特に指摘等はなかった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2952 
救急・集中治療医学

講座 
中島 強 

敗血症性ショック患者における低用量ステロイドの早

期中止に関する前向き無作為化比較試験 

 

〇有害事象報告 

  委員長より、下記研究課題について報告があった。委員から特に指摘等はなかった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2259 内科学第三講座 山本 信之 

がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のランダム化比較

第３相試験：滅菌調整タルク vs OK-432 

WJOG8415L(J-PLEURA) 

 

〇経過報告 

  委員長より、下記研究課題について報告があった。委員から特に指摘等はなかった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

992 眼科学講座 雑賀司 珠也 
摘出された人工眼内レンズの組織病理学的、材料工学的

検索 

1299 衛生学講座 吉益 光一 
大学生を対象とした、自殺行為と自殺に対する態度に関

する多国間比較研究 

1373 眼科学講座 白井 久美 
弱視眼における視力の発達と固視微動との関連につい

ての検討 

1531 衛生学講座 吉益 光一 
胎児期および幼児期における化学物質曝露と児の発達

や ADHD 傾向との関連性 

1660 眼科学講座 岡田 由香 帯状角膜変性症に対する塩酸治療に関する研究 

2150 
みらい医療推進セ

ンター 
鄭 京秀 

日本の障がい者スポーツ選手に対する医療システムの

変化 
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2309 
リハビリテーショ

ン医学講座 
梅本 安則 

人工膝関節全置換術待機患者に対する術前リハビリテ

ーションの効果 

2336 衛生学講座 吉益光一 
幼児の発達障害傾向の評価における発達性協調運動障

害評価の有用性に関する介入研究 

2467 循環器内科学講座 赤阪 隆史 

日本心血管インターベンション治療学会内登録データ

を用いた統合的解析 （2017-2019 年度日本医療研究開

発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の適正化を目指した

研究」の内容を包括） 

2475 外科学第二講座 中村 公紀 

切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオ

マーカー探索を含めた観察研究(DELIVER試験）： JACCRO 

GC-08  

2579 中央放射線部 若林 和樹 
強度変調放射線治療における体内構造の変化が線量分

布に及ぼす影響の評価 

2767 眼科学講座 岡田 由香 神経麻痺性角膜症に関する前向き研究 

2811 管理室 池下 ゆかり ＢＬＥビーコンを用いた認知機能低下患者の行動把握 

2897 外科学第二講座 中村 公紀 
食道癌手術後の異時性胃癌（胃管癌）に対する全国実態

調査 

 

〇終了・中止報告 

  委員長より、下記研究課題について報告があった。委員から特に指摘等はなかった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

827 
腫瘍センター緩和

ケア部門 
月山 淑 

日本ホスピス緩和ケア協会会員施設における「遺族によ

るケアの質に関する研究（J=HOPE2）」 

1257 外科学第二講座 中村 公紀 

StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法とし

ての TS-1＋Docetaxel併用療法と TS-1単独療法のラン

ダム化比較第Ⅲ相試験 JACCRO GC-07（START-2） 

1293 外科学第二講座 中村 公紀 
da Vinci S Surgical Systemを用いたロボット支援下

幽門側胃切除術の安全性と有用性の検討 

1367 腫瘍センター 月山 淑 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 

1591 衛生学講座 吉益 光一 
慢性関節リウマチ患者の抑うつ症状に関連する身体的

要因に関する国際共同研究 

1949 外科学第二講座 松田 健司 

血液中 circulating tumor DNAによる治療前後における

大腸癌の存在診断および再発・予後予測に関する臨床的

研究 

1980 外科学第二講座 中村 公紀 
がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登

録研究 Cancer-VTE Registry 

2308 衛生学講座 吉益 光一 
努力-報酬不均衡モデルに基づく女性勤労者のストレス

状況の横断調査 

2413 眼科学講座 住岡 孝吉 近視性脈絡膜新生血管に関する後ろ向き観察研究 

2487 眼科学講座 岡田 由香 ぶどう膜炎後ろ向き疫学調査 

2605 看護部（９階東） 山口 真由子 食道癌術後嚥下障害の実態調査 

2660 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
遠位橈骨動脈アプローチによる経皮的冠動脈形成術で

の適正な止血時間に関する多施設前向き観察研究 

2669 保健看護学部 上松 右二 看護系大学生における睡眠と学習意欲の関連性 

2704 眼科学講座 住岡 孝吉 眼窩蜂窩織炎に関する後ろ向き研究 

2711 眼科学講座 岩西 宏樹 
緑内障に対する繊維柱帯切除術後の濾過胞感染に関す

る後ろ向き研究 
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2951 内科学第四講座 赤阪 隆史 

冠動脈間塞栓による ST上昇型心筋梗塞の特徴、頻度、

予後 

(光干渉断層像による後ろ向き観察研究) 

2966 保健看護学部 上松 右二 
看護系大学生における生活習慣と月経随伴症状の関連

性 

1830 外科学第二講座 中村 公紀 
ICG蛍光観察法を用いた腹腔鏡下胃切除術の切離線決定

に関する前向き試験 

1955 外科学第二講座 中村 公紀 
切除不能進行再発胃癌症例に対する droplet digital 

PCR を用いた血中循環腫瘍 DNA測定 

 

６．倫理審査申請の審査について 

 

○変更申請 ２３件 

  委員長より、下記研究課題について説明（T2750については井上（徳）副委員長が説明）があった。審議

の結果、2742 については修正の上で承認（委員長確認）、その他については委員から特に指摘等は無く、承

認された。 

申請№ 所属 申請者名 研究課題名 

845 泌尿器科学講座 原 勲 早期前立腺がんに対する監視療法：国際共同比較研究 

1571 泌尿器科学講座 原 勲 
去勢抵抗性前立腺癌に対する Abiraterone と

Enzalutamideに関する無作為割り付け試験 

1843 生理学第一講座 堂西 倫弘 
脳ネットワークに着目したＣＯＰＤの精神症状の機序

解明の検討 

1934 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

開胸を伴う心臓血管外科手術を受ける患者の術前及び

術後における起立負荷に対する循環応答 

2100 内科学第三講座 洪 泰浩 
胸部原発悪性腫瘍由来細胞の培養法の確立とそれを用

いた診断・治療への応用に向けた探索的研究 

2117 
歯科口腔外科学講

座 
藤田 茂之 cNO 舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究 

2202 
歯科口腔外科学講

座 
東條 格 疫学調査「口腔がん登録」 

2544 内科学第三講座 山本 信之 

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾ

リズマブの多施設共同前向き観察研究：(J-TAIL)におけ

るバイオマーカー探索研究 

2570 内科学第三講座 山本 信之 

WJOG 11518L 根治切除不能局所進行非小細胞肺癌に対

する化学放射線療法後デュルバルマブ維持療法のバイ

オマーカーを探索するための多施設前向き観察研究 

2639 薬剤部 西村 知恭 

シスプラチン誘発性悪心・嘔吐に対するパロノセトロ

ン、アプレピタント、オランザピンによる３剤併用制吐

療法の有効性および安全性を検討する多施設共同第Ⅱ

相試験 

2742 公衆衛生学講座 西尾 信宏 
医学部および付属病院勤務者の喫煙状況および禁煙支

援の実践についての調査 

2759 
救急・集中治療医

学講座 
宮本 恭兵 

重症敗血症性ショック患者の背景や治療実態、予後を観

察する登録研究 

2792 人体病理学講座 松﨑 生笛 
細胞診断後残余検体を用いた診断精度向上のための後

ろ向き観察研究 

2879 泌尿器科学講座 原 勲 

日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患

者の臨床転帰を観察するレジストリ試験 -J-ROCK試験

- 
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2898 紀北分院 中川 幸洋 
胸腰椎椎体骨折に対する経皮的椎体形成術(BKP)の早期

適応の有効性の検証 

3017 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
河野 正充 

気管切開術における経過の評価を目的とした後ろ向き

観察研究 

3073 内科学第三講座 小澤 雄一 

ALK 陽性進行期非小細胞肺がんに対するアレクチニブ

治療後２次または３次治療としてのブリグチニブ多施

設共同前向き観察研究 

3082 泌尿器科学講座 原 勲 

転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウト

カム及び医療資源利用状況に関する観察研究：Patterns 

of treatment and Outcomes Evaluation in Metastatic 

Renal Cell Carcinoma Patients in Japan（POEM） 

3091 泌尿器科学講座 原 勲 
国産手術支援ロボット（hinotori）を用いた根治的前立

腺全摘除術の前向き観察研究 

3121 麻酔科学講座 栗山 俊之 
緩和ケアを受けるがん患者の味覚障害における横断的

実態調査 

T2750 
リウマチ・膠原病

科学講座 
藤井 隆夫 JPVAS血管炎前向きコホート研究 

T2750 
リウマチ・膠原病

科学講座 
藤井 隆夫 JPVAS血管炎前向きコホート研究 

T2750 
リウマチ・膠原病

科学講座 
藤井 隆夫 JPVAS血管炎前向きコホート研究 

 

○新規申請等 ２件 

 委員長が進行し、申請者等から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、3148及び3174は承認、3049は修

正した上で承認（委員長確認）、となった 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3049 保健看護学部 山田 忍 

クリーンルーム入室患者への慈悲とマインドフルネス瞑想

による気分状態改善効果に関するランダム化比較パイロッ

ト研究 

3148 内科学第二講座 井口 幹崇 
胃上皮性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）にお

けるエンドトラックの有用性に関する無作為化比較試験 

3174 保健看護学部 水越 正人 
学習環境の変化による食習慣・保健行動および学修行動へ

の影響 

 

７．倫理審査委員会における審査の論点について  

  事務局より、委員会における審査の論点について説明があった。 

 

８．次回倫理審査委員会の開催日について 

  令和３年５月２４日（金）１６時頃から開催することとなった。 


