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第２２６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３月２７日（金） １７時１０分～２０時００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 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 岡本委員 北野愛子委員 梅田委員 

 （１７名出席） 

 

■審査件数 

  迅速審査の状況報告    ４３件 

  有害事象報告        ３件 

  経過報告         ７９件 

  終了・中止報告      ７３件 

  変更申請         ２４件 

  継続審査          ２件 

 

■審議内容： 

 

１．第２２５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。 

 

２．第２２５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。 

 

３．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（１９件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2818 外科学第一講座 平井 慶充 
乳がん治療関連リンパ浮腫発症に関わる因子に対する後ろ

向き観察研究 

2819 循環器内科学講座 久保 隆史 
シクロフィリン Aの増加が冠動脈のプラーク内出血へ与え

る影響についての後ろ向き研究 

2820 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
悪性腫瘍患者に合併する虚血性心疾患の特徴を解明する多

施設共同後向き観察研究 

2821 整形外科学講座 髙見 正成 
成人脊柱変形に対する矯正固定術における新しい術中脊柱

アライメント評価法の有用性に関する後ろ向き研究 

2822 整形外科学講座 髙見 正成 
低侵襲側方侵入腰椎椎体間固定術における後方手術手技の

相違による骨癒合率に関する後ろ向き研究 

2823 整形外科学講座 髙見 正成 
側方侵入腰椎椎体間固定術における椎体外骨性架橋形成に

関する後ろ向き研究 

2824 整形外科学講座 髙見 正成 
胸椎骨折における分節動脈損傷合併症例に関する後ろ向き

研究 
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2825 外科学第二講座 廣野 誠子 
Invasive intraductal papillary mucinous 
carcinoma(IPMC)に対する術後補助療法の有用性に関する
後ろ向き観察研究 

2826 紀北分院 中川 幸洋 
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する

研究 

2827 内科学第三講座 小澤 雄一 
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺

癌患者に対するアレクチニブの多施設共同観察研究 

2829 外科学第二講座 上野 昌樹 腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除における術後癒着の比較 

2830 保健看護学部 山田 忍 
がん看護専門看護師教育課程を目指すために必要な要因の

抽出 

2831 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

脳卒中患者に対する早期リハビリテーション医療開始が機

能予後に及ぼす影響に対する前向きコホート研究 

2832 看護部（６階西） 坂詰 真紀 
産褥期（入院中）における助産師のケアに対する褥婦の満

足度調査～助産ケアの現状と課題～ 

2833 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 

2834 保健看護学部 藤本 由美子 
急性期病院の看護職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 

2838 保健看護学研究科 水田 真由美 看護師長が変革を成し遂げるプロセス 

2839 保健看護学研究科 水田 真由美 
セルフ・コンパッションと職業的アイデンティティおよび
ワーク・エンゲイジメントが看護師の職業継続に及ぼす影
響の検討 

2840 保健看護学研究科 上松 右二 
回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の低栄

養に影響する要因の検討 

 

審査中（２４件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2842 解剖学第一講座 山本 悠太 半腱様筋の形態的バリエーションに関する横断研究 

2843 内科学第三講座 山本 信之 
Stage3非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線治療とイ

ミフィンジ治療の後ろ向き施設実態調査 

2844 小児科学講座 田村 彰 
摂食障害治療における末梢挿入型中心静脈カテーテルの安

全性の検討 

2845 内科学第二講座 北野 雅之 
膵癌の発生を予測するCT所見に関する膵volumetryを用い

た後ろ向き研究 

2846 外科学第二講座 廣野 誠子 
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の壁在結節に対する CT・EUS

の描出能の比較：多施設共同研究 

2847 小児科学講座 島 友子 ミトコンドリア病関連腎疾患の全国調査 

2848 保健看護学部 水越 正人 看護師および看護学生の健康意識と保健行動 

2849 外科学第二講座 速水 晋也 人工知能（AI）を用いた肝内胆管癌のリンパ節転移予測 

2850 内科学第二講座 田村 崇 
急性膵炎発症が生活の質（QOL）に及ぼす影響についての多

施設共同前向きコホート研究 

2851 外科学第二講座 松田 健司 
高齢者 StageIII大腸癌に対する術後補助化学療法の現状

調査 

2852 
みらい医療推進セ

ンター 
佐々木 秀行 

糖尿病神経障害の病態解析および診断・評価法確立を目指

す後ろ向きの横断的観察研究 

2853 
救急・集中治療医

学講座 
宮本 恭兵 

ICUフォローアップ外来における集中治療後症候群に関す

る前向き観察研究 

2854 放射線医学講座 野田 泰孝 我が国における再照射の現状実態調査 

2855 外科学第二講座 山上 裕機 
膵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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2856 内科学第三講座 洪 泰浩 
ゲノムワイド解析による進行肺がんの治癒実現に向けた基

盤研究 

2857 保健看護学研究科 辻 あさみ ジェネラリストナースの自ら学ぶ意欲に関連する要因 

2858 泌尿器科学講座 山下 真平 
転移性および切除不能腎細胞癌におけるニボルマブの治療
成績および治療効果予測因子 予後予測因子に関する検討
－多施設共同後方視的研究－ 

2859 整形外科学講座 髙見 正成 
骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節に対する X-core®を用いた短

分節固定術の手術成績に関する後ろ向き観察調査 

2860 外科学第二講座 松田 健司 胎便関連性腸閉塞の治療戦略に関する後ろ向き観察研究 

2861 内科学第三講座 寺岡 俊輔 
オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システムの検査
結果に付随する多種類の追加遺伝子検査と臨床背の関連を
検討する研究 

2862 内科学第四講座 赤阪 隆史 
経カテーテル的大動脈弁留置術に伴う房室伝導障害に関す

る後ろ向き観察研究 

2863 保健看護学部 山本 明弘 精神科病棟看護職による退院支援の実践に関連する要因 

2864 保健看護学研究科 宮井 信行 
回復期リハビリテーション病棟の入院患者における転倒発

生要因の検討 

2865 小児科学講座 島 友子 
小児特発性ネフローゼ症候群を対象とした TCR/BCR 

Repertoireの遺伝子解析研究 

 

４．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。 

 

○有害事象報告 ３件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

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 

1769 内科学第三講座 山本 信之 

EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るゲフィチニブまたはオシメルチニブ単剤療法とゲフィチ
ニブまたはオシメルチニブにシスプラチン＋ペメトレキセ
ドを途中挿入する治療とのランダム化比較試験 
※２件発生 

 

○経過報告 ７９件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

212 小児科学講座 鈴木 啓之 
高肺血流を伴う先天性心患者に対する窒素（Ｎ２）ガス吸

入療法の検討－低酸素血症による肺血流量の調節－ 

675 皮膚科学講座 金澤 伸雄 
中條－西村症候群患者における遺伝子変異と臨床症状に関

連する細胞機能異常の探索 

719 外科学第二講座 内山 和久 
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性
に関する多施設共同並行群間無作為化比較試験（ＳＵＲＦ
－ＲＣＴ） 

1219 産科婦人科学講座 馬淵 泰士 
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録

事業及び登録情報に基づく研究 

1303 血液内科学講座 園木 孝志 血液疾患登録 

1363 内科学第一講座 赤水 尚史 
レプチン分泌低下型肥満症患者における脂肪細胞の形態学

的特徴と脂肪分化に関する遺伝子発現の検討 

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 

1478 内科学第一講座 赤水 尚史 
肥満症患者における脂肪細胞の形態学的特徴と脂肪分化に

関する遺伝子（mRNA）発現量の検討 
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1487 眼科学講座 石川 伸之 
落屑症候群合併例における眼内レンズ手術での目標度数誤

差に関するランダム化前向き試験 

1509 産科婦人科学講座 井箟 一彦 
卵巣腫瘍におけるサイトカイン・ケモカインシステムの分

子病理学的研究 

1536 内科学第二講座 井田 良幸 
肝細胞癌腫瘍マーカーのサーベイランスにおける有用性の

構築をめざした多施設共同研究 

1547 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

車いすスポーツアスリートの肩・肘関節傷害発生実態に関

する調査 

1572 
機能性医薬食品探

索講座 
宇都宮 洋才 不妊症における梅の摂取による治療への関与に関する研究 

1588 産科婦人科学講座 城 道久 重症胎児発育不全の前方視的コホート研究 

1630 眼科学講座 白井 久美 
白内障の原因究明のための研究（白内障におけるサイトカ
イン発見とそのシグナル伝達に関する手術時の廃棄臨床サ
ンプルによる検討） 

1647 
みらい医療推進セ
ンターげんき開発
研究所 

川端 浩一 車いす常用者におけるトレーニング用固定装置の改良 

1690 産科婦人科学講座 井箟 一彦 胎盤におけるストレス関連分子の役割についての研究 

1693 
みらい医療推進セ

ンター 
三井 利仁 

車いす選手における車いす走行時のエネルギー消費量測定

方法の開発の試み 

1798 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調

査（JAMIR後ろ向き研究） 

1819 皮膚科学講座 金澤 伸雄 小中学生と保護者のアレルギー疾患に関する健康意識調査 

1824 眼科学講座 白井 久美 後発白内障の原因究明のための研究 

1825 産科婦人科学講座 井箟 一彦 
卵巣腫瘍における血中炎症性バイオマーカーと臨床病理学

的因子に関する研究 

1851 保健看護学部 岩根 直美 手の温熱効果がもたらす覚醒と睡眠効果の検証 

1923 外科学第一講座 宮坂 美和子 
乳房造影 MRI の造影効果の定量化とそれを指標とした新規

画像診断技術の有効性に関する後ろ向き研究 

1924 血液内科学講座 園木 孝志 
血液悪性腫瘍症例における腸内細菌科細菌菌血症の臨床疫

学調査 

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 

1962 内科学第二講座 北野 雅之 
家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系に

おける膵癌発生頻度の検討 

1967 血液内科学講座 園木 孝志 
びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫に対する減量

R+THP-COP療法の有用性に関する後ろ向き観察研究 

1982 内科学第二講座 北野 雅之 超音波内視鏡による早期膵癌発見率向上を目指した研究 

2048 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

脳血管疾患患者における血圧変動に対する心拍数・交感神

経活動応答の検討：分析的観察研究 

2093 神経内科学講座 伊東 秀文 18F-THK5351タウ PETによる軽度認知症の病態解明 

2114 解剖学第一講座 山岸 直子 
大腸癌肝転移における VEGF 阻害剤による悪性進展を制御

する非コード RNA発現に関する後ろ向き観察研究 

2129 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 
付随研究：門脈血中の circulating tumor DNA 量に関する
探索的検討 

2137 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
杉田 玄 

ロイコ R菌 M048株における唾液中の s-IgA分泌促進効果に

関する臨床研究 

2150 みらい医療推進学 河﨑 敬 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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講座 

2157 病態栄養治療部 西 理宏 
睡眠リズム障害治療の糖代謝および腸内細菌叢に及ぼす影

響に関する比較試験 

2194 外科学第二講座 廣野 誠子 
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）における HGDと T1浸潤癌の

臨床病理学的差異の検討：多施設共同研究（付随研究） 

2216 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
急性冠症候群発症におけるコレステロール結晶と炎症性サ

イトカインの役割の解明 

2278 外科学第二講座 山上 裕機 膵癌患者の尿中蛋白断片を用いた診断マーカーの研究 

2288 
救急・集中治療医

学講座 
柴田 尚明 

救命救急センターER 初療時 CT 見逃し所見に関する前向き

観察研究 

2291 内科学第二講座 井口 幹崇 
抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視鏡的大腸ポリ

ープ摘除術後出血割合に関する検討 

2318 外科学第二講座 尾島 敏康 
高度肥満症に対する肥満外科手術の有効性と安全性に関す

る第Ⅱ相試験 

2321 産科婦人科学講座 八木 重孝 
日本産科婦人科学会周産期委員会周産期登録事業および登

録情報に基づく研究 

2323 看護部（７階東） 音無 千沙 
心臓リハビリテーションを受ける患者の「心臓血管手術前

のパンフレット」の内容の検討 

2325 内科学第二講座 前北 隆雄 
ビフィズス菌食品とガラクトオリゴ糖を添加したビフィズ
ス菌食品による便通改善機能の有効性に関するランダム化
二重盲検比較試験 

2329 内科学第二講座 井田 良幸 
ウイルス性肝炎以外の慢性肝炎患者に対する F-index を用

いた超音波肝線維化診断に関する前向き観察研究 

2330 内科学第二講座 井田 良幸 
Ｃ型肝炎患者に対する F-index を用いた超音波肝線維化診

断に関する前向き観察研究 

2331 内科学第二講座 井田 良幸 
Ｂ型肝炎患者に対する F-index を用いた超音波肝線維化診

断に関する前向き観察研究 

2345 内科学第二講座 井田 良幸 
和歌山県における肝炎コーディネーター事業開始後の肝炎

ウイルス検査の実態を経時的に評価するアンケート調査 

2346 内科学第二講座 井田 良幸 
肝硬変患者の血小板減少に対するルストロンボパグの反復
使用における血小板増加効果についてする後ろ向き観察研
究 

2349 保健看護学部 岩根 直美 若年女性の冷えに対する手浴の効果 

2364 産科婦人科学講座 溝口 美佳 
当院で管理した 18 トリソミー症例の予後因子についての

後ろ向き観察研究 

2373 脳神経内科学講座 髙 真守 
ニュープロ R パッチ関連皮膚障害のヒルドイド R クリーム

による予防効果に対する前向き比較試験 

2375 外科学第二講座 廣野 誠子 
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)に対する手術適応に関する後

ろ向き観察研究 

2382 外科学第二講座 速水 晋也 
腹腔鏡手術における、創部局所麻酔を併用した、硬膜外麻

酔とアセトアミノフェンの鎮痛効果比較前向き探索的研究 

2384 内科学第二講座 井口 幹崇 
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクス

コアリングシステムの開発に関する後ろ向き観察研究 

2387 内科学第二講座 井口 幹崇 
20mm 以下の十二指腸非乳頭部表在性腫瘍に対する
Underwater Endoscopic Mucosal Resection(UEMR)の有効性
に関する多施設共同観察研究 

2395 神経精神医学講座 鵜飼 聡 がん患者における認知機能についての後ろ向き観察研究 

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 

2403 外科学第二講座 上野 昌樹 
高齢者肝細胞癌切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察

研究 



6 

 

2404 血液内科学講座 園木 孝志 
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾ
ミブとレナリドミド及びデキサメタゾン併用療法の多施設
共同前向き観察研究 

2409 病態栄養治療部 西 理宏 
肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資す

る減量数値目標を見出すための介入研究 

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 

2414 麻酔科学講座 吉田 朱里 
TEMPLE TOUCH PROR を用いて橈骨動脈上で測定した体温は

中枢温を反映するか～前向き観察研究～ 

2416 内科学第三講座 上田 弘樹 
「原発不明癌に対する Nivolumab(ONO-4538)の有効性を検

討する第Ⅱ相試験」における附随研究 

2421 麻酔科学講座 吉田 朱里 
心拍出量測定法の比較 

血管収縮薬投与後の追従性についての前向き観察研究 

2427 
みらい医療推進セ
ンターげんき開発
研究所 

川端 浩一 
陸上競技用車いすの最高速度と最高速度到達距離に関する

後ろ向き研究 

2428 
リハビリテーショ

ン医学講座 
田島 文博 

脊髄損傷後患者における疼痛発症にかかわる中枢神経系の

機能的・構造的変化の探索 

2429 病態栄養治療部 西 理宏 
糖尿病性腎臓病の発症進展に関与する臨床的因子に関する

後ろ向き観察研究 

2439 産科婦人科学講座 井箟 一彦 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関する調査研究 

2447 外科学第二講座 上野 昌樹 
肝胆膵外科領域における Aeromonas hydrophila感染症の後

ろ向き観察研究 

2448 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) 

2471 内科学第二講座 北野 雅之 
人工知能の利活用を見据えた超音波デジタル画像のデータ

ベース構築 

2474 麻酔科学講座 若林 美帆 
瞳孔径を用いた全身麻酔下神経ブロックの鎮痛効果判定～

パイロット試験～ 

2485 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
大谷 真喜子 

飛込競技パフォーマンスに影響する睡眠についての前向き

研究 

2486 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
大谷 真喜子 

飛込競技パフォーマンスに影響するバランス制御について

の前向き研究 

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 

2625 外科学第二講座 山上 裕機 
KHBO1401 附随研究：切除不能胆道癌肺転移に対する
GEM/CDDP/S-1 と GEM/CDDP の 有 用 性 の 比 較 検 討
（KHBO1401-3B） 

2672 外科学第二講座 上野 昌樹 
肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発症例に対する再肝切除の

有用性 

 

○終了・中止報告 ７３件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

127 耳鼻咽喉科学講座 山中 昇 
急性中耳炎に対するレーザーによる鼓膜開窓術の臨床的有

用性の検討 

273 
輸血・血液疾患治

療部 
園木 孝志 サリドマイドによる多発性骨髄腫の治療 

392 耳鼻咽喉科学講座 田村 真司 
頭頚部扁平上皮癌根治治療後の TS-1 補助化学療法の検討

ー多施設無作為化比較試験ー 

598 耳鼻咽喉科学講座 山中 昇 
急性中耳炎、反復性中耳炎患児および正常児における鼻咽

腔肺炎球菌の定量および血清型の決定・定量 

698 リハビリテーショ 木下 利喜生 脊髄損傷者の車いすバスケットおよび頚髄損傷者のツイン
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ン科 バスケット前後の myokine 動態に関する研究 

709 
リハビリテーショ

ン医学講座 
田島 文博 

ポストポリオ症候群と耳鼻咽喉科・歯科的疾患との関連性

についての研究 

871 外科学第二講座 上野 昌樹 
メチル化置換酵素／脱メチル化酵素の肝細胞癌における免

疫組織学的検討 

898 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
田村 真司 

急性咽頭・扁桃炎および急性鼻副鼻腔炎に対するアジスロ

マイシン単回投与製剤の早期症状改善効果の検討 

937 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
池田 頼彦 

中等症、重症の急性副鼻腔炎に対するシタフロキサシンの

有効性の検討 

1007 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
林 正樹 

GRNX（ジェニナック）の前炎症段階の免疫系に与える影響

について検討 

1016 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
池田 頼彦 

急性鼻副鼻腔炎の抗菌薬治療後の鼻汁・後鼻漏に対するカ

ルボシステインの効果 

1057 外科学第一講座 尾浦 正二 
エストロゲン受容体陽性 HER２陰性乳癌に対する S-１術後

療法ランダム化比較第Ⅲ相試験（POTENT) 

1130 外科学第二講座 瀧藤 克也 
腹膜鞘状突起の開存率と鼠径ヘルニア発症に影響する形態

的変化に関する研究 

1218 内科学第二講座 玉井 秀幸 
肝硬変患者でこむら返りの臨床症状を有する患者を対象と
したレボカルニチン塩化物経口投与による臨床的有用性の
検討 

1236  宮下 和久 健康診断結果が国民健康保険の医療費に及ぼす影響 

1310 血液内科学講座 園木 孝志 
重度好中球減少時に発生した難治性感染症に対する顆粒球

輸血の有用性の検討 

1337 
紀北分院整形外
科・脊椎ケアセン
ター 

川上 守 
頚椎手術後の頸部愁訴の病態解明とその予防－健常者との

比較検討 

1338 
紀北分院整形外
科・脊椎ケアセン
ター 

川上 守 
頚椎後方除圧術後の運動療法による頸部愁訴の予防効果の

検討 

1392 外科学第二講座 横山 省三 
CEACAM1 isoform balance による肝芽腫の悪性度に関する

後ろ向き臨床的検討 

1408 外科学第二講座 横山 省三 
血清中蛋白質および血清中 exosome における CEA family 
による大腸癌診断および血中癌細胞存在診断に関する臨床
的研究 

1522 
紀北分院脳神経外

科 
大岩 美嗣 

高齢者地域における認知症の発症および進行に関わるバイ

オマーカーの研究 

1547 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

車いすスポーツアスリートの肩・肘関節傷害発生実態に関

する調査 

1614 外科学第二講座 横山 省三 
胃癌・大腸癌の癌細胞初代スフェロイドを用いた組織形成

能に関する基礎的臨床的研究 

1638 保健看護学部 上田 伊津代 
慢性期看護実習においてエンゼルケアの見学を経験した学

生の学びー実習記録とアンケートの分析からー 

1656 外科学第二講座 横山 省三 
CEACAM1 isoform balance と胃癌の臨床病理学的因子の検

討 

1709 保健看護学部 坂本 由希子 
コミュニケーションにおける学生の意欲の変化-対話法を

用いてのコミュニケーション演習を実施して- 

1715 病理学講座 佐藤 冬樹 子宮、口腔、食道癌組織における時計遺伝子発現 

1744 外科学第二講座 上野 昌樹 
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関

する検討～前向き多施設共同研究～ 

1757 人体病理学講座 藤本 正数 
皮膚および粘膜の悪性黒色腫におけるアディポフィリン発

現の検討 

1784 小児科学講座 末永 智浩 心臓カテーテル検査後の適切な抑制時間に関する検討 
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1811 保健看護学部 坂本 由希子 好みの音楽聴取によるストレスの軽減効果 

1877 保健看護学部 服部 園美 
看護系大学生の学年別における高齢者の転倒リスクに対す

る認識比較 

1899 外科学第二講座 松田 健司 
直腸癌手術における経肛門ドレーンの縫合不全予防への有

用性に対する前向き無作為化比較試験 

1926 神経内科学講座 髙 真守 
パーキンソン病における衝動抑制障害評価尺度の日本語版

作成およびその妥当性の検討 

1938 外科学第一講座 平井 慶充 
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リ
スクコアバリデーションスタディ-多施設共同前向きコホ
ート研究－ 

1941 外科学第二講座 上野 昌樹 
肝切除がフレイルに及ぼす影響に関する多施設による前向

き観察研究 

1947 外科学第二講座 上野 昌樹 
肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の
再発治療・長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研
究：SURF trial付随研究 

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 

2040 外科学第二講座 上野 昌樹 
単発再発肝細胞癌の治療に関する多施設共同後ろ向き観察

研究 

2046 保健看護学部 服部 園美 
看護系大学生の学年別における高齢者虐待の認識調査－他

者意識特性と高齢者イメージとの関連－ 

2065 保健看護学部 坂本 由希子 看護学生の痩身願望と食生活の実態調査 

2130 放射線医学講座 佐藤 大樹 
長尺 DRシステム導入による一般撮影における全脊椎撮影

の効率化に関する検討 

2138 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
プラスグレル投与時期と経皮的冠動脈形成術（PCI)直後の

ステント内血栓形成の関係 

2145 内科学第三講座 山本 信之 
PS 不良 EGFR 遺伝子 T790M 変異陽性肺癌に対するオシメル

チニブ単剤療法の検討 

2151 麻酔科学講座 吉田 朱里 
心拍出量測定法の比較血管収縮薬投与後の追従性について

の前向き介入研究に関するパイロット試験 

2152 人体病理学講座 藤本 正数 神経堤幹細胞腫瘍に対する多施設共同後ろ向き観察研究 

2169 看護部（８階東） 大竹 智子 めまい患者が日常生活で感じる困難とその対処方法 

2170 看護部（７階西） 中澤 明日香 入退院を繰り返す心不全患者の退院指導の実態調査 

2174 看護部（ＣＣＵ） 奥村 佳代子 
虚血性心疾患を再発する患者とその家族の心理的背景が

well-beingや意思決定に及ぼす影響 

2176 看護部（１０階西） 芝﨑 佳代 腹臥位安静患者の苦痛の経時的変化に関する調査 

2180 
リハビリテーショ

ン医学講座 
尾川 貴洋 

統合失調症、うつ病患者に対するトレーニングマシンを使

用した筋力増強訓練がおよぼす影響 

2192 産科婦人科学講座 城 道久 
妊娠中期の人工妊娠中絶・流産手術後の胎盤遺残のリスク

因子に関する後ろ向き観察研究 

2221 
看護部（中央手術

部） 
川村 茉衣子 

硬膜外カテーテルを目的部位に留置するための固定材料の

選択第一報 

2243 看護部（１２階東） 山本 美子 
糖尿病療養指導カードの活用による看護師の療養指導の変

化についてのアンケート調査 

2252 内科学第二講座 井田 良幸 
実臨床におけるＣ型肝炎に対するグレカプレビル・ピブレ
ンタスビル併用療法による治療効果と安全性を検討する前
向き観察研究 

2261 保健看護学部 中島 珠生 
ユニフィケーションによる看護学生へのキャリア形成に向

けた取り組み 

2281 内科学第二講座 井口 幹崇 
上部消化管疾患におけるクロノタイプの特徴の探索：日本

における多施設共同研究 
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2282 保健看護学部 坂本 由希子 
模擬患者参加型コミュニケーション演習における看護大学

１年生の学び 

2326 保健看護学研究科 上松 右二 急性期脳血管障害患者の自己効力感への影響因子 

2351 看護部（ＮＩＣＵ） 前田 明穂 NＩＣＵ看護師の退院支援に関する困難さの内容 

2353 保健看護学部 坂本 由希子 看護学生の化粧行動と自己効力感、性格特性の関連 

2356 保健看護学部 服部 園美 
看護系大学生の実習経験の有無による高齢者の生きがいの

捉え方 

2377 外科学第二講座 廣野 誠子 膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)の検証-多施設共同後ろ向き研究- 

2389 臨床工学センター 中村 一貴 
体外式心肺補助管理から離脱に関連する影響因子の後ろ向

き観察研究 

2397 眼科学講座 白井 久美 Vogt-小柳-原田病の再発、再燃に関する後ろ向き研究 

2410 眼科学講座 白井 久美 小児視神経炎に関する後ろ向き観察研究 

2411 眼科学講座 白井 久美 下垂体腫瘍に関する後ろ向き観察研究 

2419 外科学第二講座 山上 裕機 
切除境界膵癌に対する術前治療後の炎症／免疫栄養関連因

子と予後に関する後方視的観察研究 

2441 保健看護学部 増田 匡裕 
異性間の会話場面における男性の姿勢が女性が感じる印象

に与える影響の研究 

2442 循環器内科学講座 赤阪 隆史 

急性心筋梗塞における外気温とコレステロール結晶による
プラーク破裂の関係の検討 
Association with ambient temperature and plaque rupture 
caused by cholesterol crystal in patient with acute 
myocardial infarction 

2457 内科学第二講座 川路 祐輝 
超音波内視鏡下処置時の鎮静におけるプロポフォールとデ
クスメデトミジン＋ミダゾラム併用との有効性と安全性に
関する後ろ向き研究 

2540 分子遺伝学講座 井上 徳光 
新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括

的登録と治療指針確立 

2635 看護部（ＨＣＵ） 甲斐 雅人 血液培養検査手技の統一が検体の汚染率に与える影響 

 

５. 倫理審査申請の審査について 

 

○変更申請 ２４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№ 所属名 申請者名 研究課題名 

798 小児科学講座 島 友子 IgA 腎症における予後と予後規定因子等の検討 

1693 
みらい医療推進セ

ンター 
三井 利仁 

車いす選手における車いす走行時のエネルギー消費量測定

方法の開発の試み 

1734 内科学第三講座 山本 信之 
免疫チェックポイント阻害剤における効果･副作用予測因
子を検討する、腫瘍組織・血液を用いたバイオマーカー研
究 

1754 小児科学講座 島 友子 
尿中バイオマーカーによる小児 IｇA 腎症の新規診断法の

検討 

1798 循環器内科学講座 赤阪 隆史 
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調

査（JAMIR 後ろ向き研究） 

2083 神経精神医学講座 辻 富基美 
心因性非てんかん性発作（Psychogenic Nonepileptic 
Seizures[PNES]）に係る診療の実態および PNESを呈した患
者の生活の質（Quality of Life[QOL]）に関する追跡調査 

2094 
教育研究開発セン

ター 
村田 顕也 中條－西村症候群の臨床病態の解析ーＩＢＭとの比較－ 

2199 
歯科口腔外科学講

座 
藤田 茂之 口腔機能に関する退院時患者アンケート調査 
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2219 整形外科学講座 山田 宏 
XLIF ACR 手術及び XLIF THORACIC（ニューベーシブジャパ

ン社）手術のデータベース構築に関する研究 

2223 神経精神医学講座 髙橋 隼 
統合失調症と気分障害においてオメガ３脂肪酸が脳部位間
結合性と認知機能障害に及ぼす影響を検討する前向き観察
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
－ 

2396 
みらい医療推進セ

ンター 
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 

2427 
みらい医療推進セ

ンター 
川端 浩一 

陸上競技用車いすの最高速度と最高速度到達距離に関する

後ろ向き研究 

2452 人体病理学講座 松﨑 生笛 
鼻腔および副鼻腔の悪性黒色腫に対する多施設共同後ろ向

き観察研究 

2550 神経精神医学講座 髙橋 隼 
電気けいれん療法の再発予測指標を明らかにする前向き観

察研究 

2563 外科学第二講座 川井 学 
AJCC第 8版による T1膵癌の新分類のバリデーション試験

と臨床病理学的特徴－日韓共同プロジェクト研究－ 

2589 外科学第二講座 山上 裕機 

切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法またはゲムシタビン
＋ナブパクリタキセル併用療法により切除可能と判断され
た膵癌患者の登録解析研究 
Cohort study of patients with initially unresectable 
pancreatic cancer in whom conversion surgery is planned 
after FOLFIRINOX or gemcitabine plus nab-paclitaxel 
therapy（PC-CURE-1） 

2633 神経精神医学講座 髙橋 隼 
精神疾患における反復経頭蓋磁気刺激と経頭蓋直流電気刺

激のシミュレーション研究 

2680 内科学第三講座 小澤 雄一 
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 

2693 皮膚科学講座 山本 有紀 
色素斑病変部における細胞内ミトコンドリア状態の前向き

調査 

2730 皮膚科学講座 神人 正寿 
皮膚腫瘍の血液・皮膚組織内物質等測定による病態解明に

関する研究 

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 

2785 外科学第二講座 川井 学 
膵頭十二指腸切除における幽門輪の意義に関する後方視的

観察研究－日本肝胆膵外科学会プロジェクト研究－ 

1901 内科学第二講座 北野 雅之 
切除可能膵癌による閉塞性黄疸に対する、術前の一期的な
全カバー付き胆管金属ステント留置の有用性と安全性を検
討する多施設共同無作為化比較試験 

 

○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、2835は継続審査、2837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 

2835 保健看護学部 山田 忍 

アドバンス・ケア・プランニングを実施したがん患者が自
分らしい生き方を見いだすプロセス－複線経路等至性アプ
ローチ（Trajectory Equifinality Approach:TEA）による
検討－ 

2837 
リハビリテーショ

ン医学講座 
上條 義一郎 

頚髄・脊髄損傷者における局所冷却刺激が皮膚血流に及ぼ

す影響 
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６．「保健看護研究Ⅱ」倫理審査の流れ（令和２年度以降）について 

  井上委員、前馬委員及び増田委員より説明があった。従来通り実施することが確認された。 

 

７．令和２年度開催日程について 

  委員長より、年間開催日程の説明があった。 

 

８．次回倫理審査委員会の開催日について 

  令和２年４月１７日（金）１７時頃から開催することとなった。 

 


