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第２３７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１月１５日（金） １７時３０分～１９時３０分 

 

■開催場所 

  管理棟２階 特別会議室 

 

■出席委員 

  茂里委員 竹山委員 金桶委員 井原委員 藤吉委員 北野委員 藤井委員 保富委員 洪委員 

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

（１７名出席） 

 

■審査件数 

  迅速審査の状況報告    ３９件 

  終了・中止報告       ３件 

  終了報告の取り下げ     １件 

  変更申請         １１件 

  新規申請          １件 

  継続審査          １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２３６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２３６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(２０件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3056 内科学第四講座 赤阪 隆史 

心筋シンチグラフィー検査と心筋血流予備量比

（fractional flow reserve：FFR）と瞬時血流予備量比

（instantaneous wave-Free Ratio：iFR）の比較に関す

る単施設後ろ向き観察研究 

3057 眼科学講座 雑賀 司珠也 IVR従事者の白内障調査 
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3059 外科学第二講座 松田 健司 

消化管 GIST（Gastrointestinal Stromal Tumor・消化

管間質腫瘍）切除例の臨床病理学的な特徴と予後や再発

に関する臨床的研究 

3060 内科学第三講座 中西 正典 アレルギー性気管支肺真菌症 第２回全国実態調査 

3061 整形外科学講座 湯川 泰紹 
頚椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関す

る研究 

3062 
分子病態解析研究

部 
橋本 真一 

ラクトフェリン（LF）のプラズマサイトイド樹状細胞

（pDC）に対する作用の検討 

3063 皮膚科学講座 神人 正寿 
多施設共同による全身性強皮症の臨床像、自然経過、進

行予測、治療反応性の解析 

3064 保健看護学研究科 森岡 郁晴 
和歌山県の地域で暮らす独居高齢者の食環境アクセシ

ビリティの特徴：基礎的研究 

3065 外科学第一講座 宮坂 美和子 
転移・再発乳癌に対する内分泌療法に関する後ろ向き観

察研究 

3066 保健看護学部 宮井 信行 
地域住民におけるサルコペニアと食品及び栄養摂取状

況との関連に関する観察研究 

3067 血液内科学講座 細井 裕樹 
同種造血幹細胞移植後の出血性膀胱炎に関する後ろ向

き観察研究 

3068 内科学第四講座 赤阪 隆史 
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後

の出血と血栓リスクに関する前向き観察研究 

3069 放射線医学講座 東野 信行 

Usefulness of CT during arteriography in selective 

arterial calcium injection test for the pancreatic 

gastrinoma 

3070 保健看護学部 宮井 信行 中高年者における冷え症の実態とその影響要因の解析 

3071 感染制御部 小泉 祐介 
プレセプシンを用いた抗酸菌感染症の病態解析に関す

る観察研究 

3072 
救急・集中治療医学

講座 
川嶋 秀治 

結腸および直腸穿孔に対する緊急手術における予防的

創部陰圧閉鎖療法の有用性についての検討 

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 

3074 眼科学講座 岡田 由香 

次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像

等データベースの基盤構築プロジェクト２（前眼部の診

断） 

3075 脳神経内科学講座 伊東 秀文 

高用量メチルコバラミンの筋萎縮性側索硬化症に対す

る第Ⅲ相試験の被験者及び家族におけるアンケート調

査 

3076 内科学第四講座 赤阪 隆史 

補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業

（Japanese registry for Percutaneous Ventricular 

Assist Device：J-PVAD） 

※No.3062については１２月対面審査に移行 

 

審査中（１９件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3078 内科学第四講座 山野 貴司 
心臓植込型デバイスにおける遠隔モニタリングシステ

ムの地理的アクセシビリティへの有用性について 
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3079 外科学第二講座 宮澤 基樹 
膵癌の臨床病理学的予後予測因子に関する後ろ向き観

察研究 

3080 眼科学講座 岡田 由香 
難治性角膜障害における角膜輪部メラノサイトの分布

に関する後ろ向き研究 

3081 血液内科学講座 細井 裕樹 後天性血友病 Aに関する後ろ向き観察研究 

3084 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
河野 正充 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域における感染症の疫学、治

療の評価を目的とした後ろ向き観察研究 

3085 外科学第二講座 山上 裕機 
膵神経内分泌腫瘍に対する外科的切除症例に関する後

ろ向き研究 

3086 内科学第二講座 瀧 真也 
当院での胃静脈瘤に対する内視鏡的胃静脈瘤硬化療法

の治療成績を明らかにする後ろ向きコホート研究 

3087 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
榎本 圭佑 

頭頸部悪性腫瘍における腫瘍増殖と予後に関連したバ

イオマーカー研究 

3088 外科学第二講座 山上 裕機 

切除不能進行・再発胃癌を対象とした S-1/シスプラチ

ン併用（CS）療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併

用（DCS）療法のランダム化第 III相試験の予後因子解

析に関する研究 

3089 血液内科学講座 細井 裕樹 
骨髄異形成症候群の治療選択と予後に関する後ろ向き

観察研究 

3090 脳神経外科学講座 尾﨑 充宣 
Diffuse Midline Glioma at Pituitary Gland Developed 

Secondary Adrenal Insufficiency: a case report. 

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 

3092 内科学第三講座 藤本 大智 

癌性胸水合併非扁平非小細胞肺癌に対する初回治療と

しての Pembrolizumab単剤および免疫チェックポイン

ト阻害薬／プラチナ併用化学療法の有効性の多施設後

ろ向き観察研究 

3093 形成外科学講座 和田 仁孝 
Swinging Eyelid Approachによる顔面骨骨折整復術後

の眼症状と眼瞼の形態に関する後ろ向き観察研究 

3094 形成外科学講座 和田 仁孝 
Swinging Eyelid Approachがマイボーム腺機能に及ぼ

す影響についての前向き観察研究 

3097 麻酔科学講座 平井 亜葵 
硬膜外無痛分娩１か月後の完全母乳育児に及ぼす因子

の検討―後ろ向き観察研究 

3098 
救急・集中治療医学

講座 
宮本 恭兵 

食道癌術後患者の術後肺炎予防に対する輪状甲状間膜

穿刺の有用性についての後ろ向き観察研究 

3099 内科学第二講座 北野 雅之 

高齢者の切除不能膵癌におけるゲムシタビン＋ナブパ

クリタキセル併用療法における安全性と有用性につい

ての後ろ向き研究 

3100 内科学第二講座 北野 雅之 

切除不能膵癌患者の化学療法継続・予後予測因子におけ

る造影ハーモニック超音波内視鏡下血流評価の有用性

に関する検討 

 

５．各種報告 

 

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 
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821 公衆衛生学講座 竹下 達也 
職域におけるメタボリックシンドロームと飲酒、コーヒ

ー摂取等の生活習慣との関連に関する研究 

1366 公衆衛生学講座 竹下 達也 医学生の携帯電話依存に関する調査 

2613 公衆衛生学講座 竹下 達也 大学生の食習慣に影響を及ぼす因子の検討 

 

〇終了取り下げ 

 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。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 

1975 外科学第二講座 松田 健司 
フレイルと大腸癌手術の関係に関する多施設による

前向き観察研究 

 

６．倫理審査申請の審査について 

 

○変更申請 １１件 

 委員長より、下記研究課題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。 

申請№ 所属 申請者名 研究課題名 

1753 腎臓内科学講座 重松 隆 
我が国における慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：

CKD）患者に関する臨床効果情報の包括的データベース

の構築に関する研究 

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 

2262 外科学第一講座 西村 好晴 
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラ

フト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究 

2348 循環器内科学講座 赤阪 隆史 

3D OCTシステムを用いた冠動脈分岐部病変に対する PCI

の前向き観察研究－Japanese 3D-OCT Bifurcation 

Registry－ 

2707 紀北分院整形外科 中川 幸洋 
患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーショ

ン手術患者の登録調査 

2781 内科学第三講座 寺岡 俊輔 

EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮

小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマ

ブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル(ABCP)療法の 多

施設共同前向き観察研究 

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 

2808 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

心臓血管外科手術を受ける患者の術前及び術後におけ 

る体組成や身体機能に関する後ろ向き観察研究 

2834 保健看護学部 服部 園美 
急性期病院の看護師による高齢者の治療選択における

意思決定支援に関連する要因 

2872 皮膚科学講座 山本 有紀 スキントラブルに対するコンシーラーの使用試験 

2903 
救急・集中治療医

学講座 
宮本 恭兵 

ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与された 

COVID-19 患者の背景因子と治療効果 の検討(観察研

究) 

 

○継続審査 

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、修正したうえで承認となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3062 
分子病態解析研究

部 
橋本 真一 

ラクトフェリン（LF）のプラズマサイトイド樹状細胞 

（pDC）に対する作用の検討 
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○新規審査 

 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、継続審査となった。 

 

７．紀北分院における新型コロナウイルス感染症関連研究について 

  説明者（神経精神医学講座 講師 髙橋 隼 及び看護キャリア開発センター 副センター長 武用 百子）よ

り、紀北分院における新型コロナウイルス感染症関連研究の全体像について報告があった。 

 

８．倫理審査申請書の改訂に伴う意見募集結果について  

事務局より、倫理審査申請書の改訂に伴う意見募集結果について報告があった。 

 

９．次回倫理審査委員会の開催日について 

  令和３年２月１９日（金）１７時頃から開催することとなった。 

 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3096 形成外科学講座 下江 隆司 
全外科学系教室による外科志望後期研修医のためのカ

ダバーサージカルトレーニング 


