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第２３３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２年９月２５日（金） １７時００分～２１時００分 

 

■開催場所 

  図書館棟３階 生涯研修センター研修室 

 

■出席委員 

  茂里委員 竹山委員 金桶先生 井原先生 藤吉委員 北野委員 藤井委員 洪委員 島委員 

 宮澤委員 井上委員 前馬委員 増田委員 松原委員 柳川委員 北野（愛）委員 岡本委員 

 梅田委員 

（１８名出席） 

 

■審査件数 

  迅速審査の状況報告    ３６件 

  終了・中止報告      １５件 

  変更申請         １７件 

  新規申請          ５件 

  継続審査          ２件 

 

■審議内容： 

 

１.外部委員の出席 

  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。 

 

２．第２３２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２３２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（１６件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2926 外科学第一講座  平井 慶充 
肺癌臨床検体を用いた patient-derived cellsと 

patient-derived xenograftモデルの作製と創薬応用  

2992 
分子病態解析研究

部 
岩淵 禎弘 

2019新型コロナウイルス抗体検査に関するアンケート調

査結果の解析 

2993 中央手術部 三原 依子 
手術器械の紛失・誤廃棄に関する インシデントレポートの

分析 
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2994 内科学第四講座 久保 隆史 
急性心筋梗塞のプラーク破裂・びらん・石灰化結節病変に

おける冠動脈ステントの拡張に関する研究 

2995 眼科学講座 小門 正英 ぶどう膜炎に関する後ろ向き研究  

2996 内科学第四講座 久保 隆史 
急性冠症候群に対する経皮的冠動脈インターベンション治

療における光干断層法ガイダンスの有用性に関する研究  

2997 保健看護学部 谷野 多見子 
看護大学生の SNS利用における情報モラルとスマートフォ

ン依存との関連  

2998 外科学第二講座 松田 健司 

直腸癌手術における適切な Circumferential resection 

margin（CRM）と Distal Margin(DM)に関する多施設前向き

観察研究 

2999 外科学第二講座 上野 昌樹 
後上領域肝腫瘍に対する腹腔鏡と開腹肝切除の比較-傾向

スコア解析を用いた多施設共同研究-  

3000 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

外来通院脳卒中患者の日常生活動作(ADL)改善と リハビリ

テーション治療時間の関係の検討：後ろ向き観察研究 

3001 内科学第四講座 赤阪 隆史 
多枝病変患者の治療法選択におけるアンギオグラフィーを

用いた冠血流予備能比（QFR）の有用性の検討  

3003 内科学第二講座 廬田 玲子 
超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）時の人工知能を用い

た迅速細胞診(AI-ROSE)の開発 

3004 内科学第三講座 洪 泰浩 
多発肺がんの遺伝子変異と環境因子の関係についての追加

検討  

3005 整形外科学講座 西山 大介 
スマートデバイス内蔵小型六軸センサ（加速度、角加速度）

を用いた歩行分析 ―三次元動作解析装置との比較検討―  

3006 神経精神医学講座 髙橋 隼 
新型コロナウイルス感染症への対応経験を持つ看護師の精

神的負荷に関する縦断的質問紙調査  

3007 臨床検査医学講座 古田 眞智 
超音波 Combi-Elastoによる膵エラストグラフィーで評価

した硬度と種々の病態との関連に関する後ろ向き観察研究  

※No.3006については８月対面審査に移行 

 

審査中（２０件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3008 泌尿器科学講座 山下 真平 

術前 CT画像における body composition parameterと膀胱

全摘除術を受けた膀胱癌患者の予後との関連性に関する検

討－多施設共同後方視的研究－ 

3009 
分子病態解析研究

部 
橋本 真一 

新規の single cell解析法を用いた消化器がん構成細胞の

遺伝子解析 

3010 中央検査部 永井 宏和 
位相差顕微鏡（Mobile Rose）を用いた穿刺吸引細胞診にお

ける針洗浄液中の細胞観察についての前向き観察研究 

3011 
救急・集中治療医

学講座 
田中 真生 咽頭後間隙血腫に関する疫学研究 

3012 内科学第二講座 北野 雅之 
IPMNの悪性度診断における造影 EUSと膵液 CEAの有用性に

ついての後ろ向き研究 

3013 紀北分院 廣西 昌也 
新型コロナウイルス感染症対応病院職員の家族の精神的負

荷についての質問紙調査 

3014 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
榎本 圭佑 

甲状腺・副甲状腺疾患手術における経過の評価を目的とし

た後ろ向き観察研究 

3015 内科学第二講座 瀧 真也 
「大腸内視鏡検査における病変の AI検出精度向上」のため

の研究 
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3016 脳神経外科学講座 中尾 直之 

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に脳卒中を発症し

た患者の臨床的特徴を明らかにする研究－今後拡大が予測

される COVID-19への対策の模索－ 

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 

3020 内科学第二講座 北野 雅之 

切除不能膵癌の胃通過障害に対する外科的胃－空腸バイパ

ス術 vs内視的消化管ステント留置術の比較試験 多施設

共同研究ケースコントロールスタディー 

3021 血液内科学講座 細井 裕樹 
自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法の化学療法薬投与

量と治療成績に関する後ろ向き観察研究 

3022 血液内科学講座 細井 裕樹 
造血幹細胞移植後長期フォローアップ外来（LTFU）実施症

例の非再発死亡と QOL低下に関する後ろ向き観察研究 

3023 内科学第二講座 江守 智哉 超音波内視鏡下穿刺吸引法の偶発症に関する実態調査 

3024 小児科学講座 鈴木 啓之 

重症川崎病患児を対象とした免疫グロブリン＋シクロスポ

リン A併用療法施行時の初期治療不応・再燃に関する後方

視的検討－KAICA Trialサブ解析－ 

3026 
教養・医学教育大

講座 
石井 拓 

日本における応用行動分析学（ABA）の実践の実態に関する

調査 

3027 紀北分院 隅谷 政 

軽症新型コロナウィルス感染症患者の入院中の体力変化と

リハビリテーション治療や 1日の平均身体活動量との関連

性を検討する前向き観察研究 

3028 保健看護学部 岡本 光代 
看護学生の SNS利用状況および情報倫理と個人内特性との

関連 

3029 
看護キャリア開発

センター 
武用 百子 

Covid-19対応医療者の精神的負荷を生理学的反応から明

らかにする研究 

3031 内科学第二講座 北野 雅之 
膵癌の肝転移診断における造影ハーモニック超音波内視鏡

下穿刺吸引法の有用性を検討する前向きコホート研究 

※No.3027及び No.3031については９月対面審査に移行 

 

５．各種報告 

  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無かった。 

 

○終了・中止報告 １５件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2472 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科 
保富 宗城 

急性中耳炎および急性鼻副鼻腔炎患者検体を用いた起炎

菌迅速検査キット性能評価に関する前向き観察研究 

2476 
かみで耳鼻咽喉

科クリニック 
上出 洋介 同上 

2497 

耳鼻咽喉科形成

美容外科香山医

院 

香山 智佳子 同上 

2498 
耳鼻咽喉科くに

もと医院 
國本 優 同上 

2499 
耳鼻咽喉科のの

はなクリニック 
兼定 啓子 同上 

2500 
菊名耳鼻咽喉科

医院 
澤木 誠司 同上 

2501 だて耳鼻科パオ 鈴木 聡明 同上 
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パオ 

2519 
宇野耳鼻咽喉科

クリニック 
宇野 芳史 同上 

2520 
医療法人尚徳会

ヨナハ総合病院 
鈴木 賢二 同上 

2700 
せんだい耳鼻咽

喉科 
内薗 明裕 同上 

2701 
さわだ耳鼻咽喉

科・眼科 
澤田 正一 同上 

2702 
松原耳鼻いんこ

う科医院 
松原 志規 同上 

2703 

医療法人社団恵

翔会アリス耳鼻

咽喉科 

工藤 典代 同上 

2266 保健看護学部 山田 忍 
一般病棟で働いている中堅レベルの看護師の「緩和ケア」

に関する成長・発達のプロセス 

2624 外科学第二講座 山上 裕機 

GEM/CDDP/S-1（GCS）療法不応または不耐後の切除不能胆

道癌に対する二次治療の有効性に関する多施設共同後ろ

向き観察研究：KHBO1401-3A 

 

６．中央ＩＲＢへの審査依頼について 

  委員長より、下記研究課題を京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院医の倫理委員会（中

央倫理審査委員会）に審査依頼することについて説明があった。委員から特に指摘等は無く、承認された。 

 

主たる研究施設 本学所属名 申請者名 研究課題名 

京都大学医学部附属病

院 
内科学第三講座 山本 信之 

がん診療におけるリアルワールドデータ(RWD)

収集に関する多施設共同研究 

 

７．倫理審査申請の審査について 

 

○変更申請 １７件 

 委員長より、下記研究課題について説明（2637、2638 については副委員長が説明）があった。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 

892 衛生学講座 竹村 重輝 
手持ち振動工具を取り扱う作業者を対象とした特殊健康診

断（データの医学的検証 

2128 外科学第二講座 山上 裕機 

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 

2187 麻酔科学講座 川股 知之 
肺悪性腫瘍手術および膝関節置換術後の遷延性術後痛前向

き調査 

2279 泌尿器科学講座 原 勲 
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 

2396 

みらい医療推進セ

ンターげんき開発

研究所 

川端 浩一 
パラ陸上競技における車いす短距離走のレースパターンと

駆動動作 

2637 内科学第二講座 北野 雅之 

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後

の穿刺経路腫瘍細胞播種(Needle tract seeding)の二次調

査 



 

5 

 

2638 内科学第二講座 北野 雅之 

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後

の穿刺経路腫瘍細胞播種(Needle tract seeding)の三次調

査 

2696 内科学第三講座 洪 泰浩 
FcRカラムを用いた原発性肺癌における ADCC活性解析シス

テムの研究開発 

2734 内科学第三講座 山本 信之 臨床試験データのデータベース構築に関する研究 

2782 内科学第三講座 寺岡 俊輔 
局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法を受けた患

者の後ろ向き研究 

2802 内科学第三講座 小澤 雄一 
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 

2811 看護部 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 

2874 保健看護学研究科 柳川 敏彦 
就学移行期にある低出生体重児の親に対するポジティブ・

ペアレンティングプログラムの実践および効果の検証 

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 

2959 保健看護学部 山口 雅子 
母親が望む子育て支援－地域子育て支援拠点利用者のニー

ズ－ 

2964 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
榎本 圭佑 

頭頸部癌患者における治療予後評価を目的とした後ろ向き

観察研究 

2983 保健看護学部 服部 園美 
看護大学生のもつエイジズムに関連する要因 －知識、共感

性、対話志向性の比較－ 

 

○継続審査 ２件 

委員長が進行（2989 については副委員長が進行）し、申請者から資料に基づき説明がなされた。審議の結

果、2899は修正した上で承認（副委員長確認）、3006は継続審査となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2989 内科学第二講座   蘆田 玲子 

膵癌家族歴保有者ならびに遺伝性膵癌症候群に対する直視

型ラジアル EUS および MRI を用いたスクリーニングの有用

性に関する研究 

3006 神経精神医学講座 髙橋 隼 
新型コロナウイルス感染症への対応経験を持つ看護師の精

神的負荷に関する縦断的質問紙調査 

 

○新規申請等 ５件 

 委員長が進行（3031については副委員長が進行）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、3025、3027、3030は継続審査、3031は修正した上で承認（副委員長確認）及び3032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 

3025 神経精神医学講座 髙橋 隼 
新型コロナウイルス感染症対応病院職員への心理カウンセ

リングのテキストマイニング調査 

3027 紀北分院 隅谷 政 

軽症新型コロナウィルス感染症患者の入院中の体力変化と

リハビリテーション治療や 1 日の平均身体活動量との関連

性を検討する前向き観察研究 

3030 
みらい医療推進セ

ンター 
塚田 卓巳 

視覚障害者における股関節回旋運動時の重心動揺軌跡およ

び姿勢制御時の代償動作の評価 

3031 内科学第二講座 北野 雅之 
膵癌の肝転移診断における造影ハーモニック超音波内視鏡

下穿刺吸引法の有用性を検討する前向きコホート研究 
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3032 外科学第二講座 早田 啓治 

鏡視下噴門側胃切除後、ダブルトラクト再建術式の食道残胃

吻合術式に対する術後体重変化における優越性を検証する

第 III相無作為化比較試験 

 

８．次回倫理審査委員会の開催日について 

  令和２年１０月１６日（金）１７時頃から開催することとなった。 

 


