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第２５６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４年８月２９日（月） １６時００分～１８時１５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、松岡委員、長田委員、牧野委員、藤吉委員、 

稲葉委員、服部委員、辻委員、永野委員、中西委員、浅野委員、田村委員 

（１３名出席） 

 

■審査件数 

  迅速審査の状況報告    ５２件 

  経過報告        １６４件 

  終了・中止       １１３件 

  変更申請           ２７件 

  新規申請          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２５５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２５５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。 

 

7月審査完了（6月迅速審査：1件、7月迅速審査：25件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3523 8 階東 才力雅仁 喉頭全摘出術を受けた患者の退院後の生活実態調査 

3568 泌尿器科学講座 吉川和朗 

小児精巣捻転症例における超音波検査による血流評

価と理学所見およびその他の超音波検査所見、診断と

の関連性に関する後ろ向き観察研究 

3569 

 
整形外科学講座 筒井俊二 

成人変形手術の中・長期成績と成績に影響を及ぼす因

子の解明：後ろ向き観察研究 
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3570 脳神経内科学講座 伊東秀文 神経・筋・脳血管疾患における遺伝子解析 

3572 内科学第四講座 太田慎吾 Pericardial lipoma with fat necrosis の一例 

3573 内科学第三講座 中西正典 
COPD 患者の病態を反映した個別歩数目標値提供に

よる 6 か月後の歩数に対する効果の検討 

3574 薬学部 安原智久 
薬局運営を対象とした業務継続計画書（BCP）策定支

援ワークショップ参加者を対象とした調査研究 

3575 
救急・集中治療医

学講座 
柴田尚明 

日本航空医療学会ドクターヘリ全国症例登録システ

ム(JSAS-R)への登録・調査・分析に関する研究 

3576 保健看護学部 阿部 雅 
A 県内の女子看護学生の月経前症候群（PMS）の実態

調査 

3577 関西医科大学 里井壯平 
悪性腹水を有する切除不能膵癌患者の予後を検証す

るための多施設共同前向きコホート研究 

3579 人体病理学講座 小島史好 
後天性嚢胞腎を背景に発生した腎細胞癌およびその

前駆病変に関する後ろ向き観察研究 

3580 保健看護学部 岡本光代 
行政保健師が実施する特定保健指導における個別性

に応じた支援 

3581 公衆衛生学講座 牟礼佳苗 
かつらぎ Study の付随研究運動器疾患およびがんを

対象とする細胞外小胞の網羅的解析研究 

3582 内科学第二講座 田村崇祥 
抗血栓薬服用患者における EUS ガイド下胆道ドレナ

ージ術についての安全性に関する検討 

3583 外科学第二講座 三谷泰之 
胆道閉鎖症におけるビタミン K 製剤投与法がビタミ

ン K 欠乏性出血症に与える影響に関する疫学研究 

3574 整形外科学講座 高見正成 
脊柱後側弯症に対する矯正固定術における術後成績

の後ろ向き観察研究 

3575 保健看護学部 岩村龍子 
乳幼児を育てる家庭における災害時の自助力を高め

る支援 

3586 内科学第二講座 北野雅之 
ERCP 後穿孔に対するトラブルシューティングに関

する多施設共同後ろ向き観察研究 

3587 保健看護学部 橋爪 洋 
医療系大学生におけるロコモティブシンドロームに

関する横断研究 

3588 内科学第二講座 北野雅之 

免疫チェックポイント阻害薬投与後の進行肝細胞癌

に対するソラフェニブとレンバチニブのランダム化

比較第 III 相試験 

3589 整形外科学講座 山田 宏 中学生を対象とする Muse 細胞比率の疫学調査 

3591 脳神経外科学講座 中井康雄 
頭蓋内器質的疾患における Dual-energy CT の有用性

に関する観察研究 

3592 保健看護学部 前馬理恵 
精神保健福祉のアウトリーチ事業における信頼関係

構築に着目した訪問看護師の関わり 

3593 人体病理学講座 田村崇祥 
膵癌及びその関連病変における細胞極性にかかわる

因子の解析 

3595 くろしお寄附講座 金子富美恵 
扁桃病巣疾患におけるパラインフルエンザ菌特異的

単一リンパ球の同定と病態関与の検証 

3596 衛生学講座 藤吉 朗 一般住民における喫煙量増加者の特性 
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8月審査中（4月迅速審査：1件、6月迅速審査：2件、8月迅速審査：23件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3590 内科学第二講座 北野雅之 
表在型食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の

狭窄予防の検証 

3537 外科学第一講座 大橋拓矢 
呼吸器外科手術における術前検査と周術期・術後アウ

トカムに関する前向きコホート研究 

3550 
リハビリテーショ

ン医学講座 
西郊靖子 

バクロフェン髄注療法（Intrathecal baclofen therapy：

ITB）データの身体機能的評価と分析に対する後ろ向

き研究 

3609 小児科学講座 利光充彦 
周産期良性型低ホスファターゼ症に乳児期から酵素補

充療法を行った一例 

3611 
救急・集中治療医

学講座 
國立晃成 

院外心停止患者における心停止発症からアドレナリン

投与までの時間と転帰との関連性の検討 

3612 外科学第二講座 上野昌樹 
 肝中央区域に存在する肝腫瘍に対する腹腔鏡と開腹肝

切除の周術期成績の比較 

3613 内科学第四講座 田中 篤 
トランスサイレチン型心アミロイドーシス患者の心電

図所見に関する後ろ向き観察研究 

3614 泌尿器科学講座 山下真平 
上部尿路結石症に対する経皮的尿路結石破砕術におけ

る周術期合併症に関する全国調査 

3615 整形外科学講座 山田 宏 脊柱靭帯骨化症治療後残存症状に関する研究 

3616 中央検査部 平康雄大 
血液凝固測定装置における採血不良検体の検出に関す

る観察研究 

3617 小児科学講座 西川香瑠 
新生児頭部 CT 検査における頭蓋骨菲薄化症例に関する

後ろ向き観察研究 

3618 人体病理学講座 目 佳那子 
淡明細胞乳頭状腎細胞腫瘍における VHL遺伝子不活化

の臨床病理学的意義の解明 

3619 
耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学講座 
河野正充 

副鼻腔真菌症の臨床的特徴と診断の課題に関する後ろ

向き検討 

3620 内科学第四講座 田中 篤 
National Clinical Database（日本臨床データベース機構、

NCD）への症例登録事業 

3621 小児科学講座 伊藤恭平 
軽度新生児仮死に対する Mild hypothermia 療法の有効性

と安全性に関する後ろ向き観察研究 

3622 眼科学講座 髙田幸尚 
Ngenuity®を使用した白内障手術と従来の鏡筒下白内障

手術の術後経過と合併症の比較 

3623 外科学第一講座 井口豪人 
肺胞上皮置換性増殖を示す肺扁平上皮癌に関しての臨

床病理学的検討 

3624 内科学第二講座 北野雅之 

悪性胆道狭窄における超音波内視鏡下胆道ドレナージ

後のステント開存期間に関するサルコペニア群・非サル

コペニア群の比較検討 

3625 保健看護学部 岡本光代 
保健師基礎教育で用いる保健師の支援技術に関する教

育教材の開発とその効果測定 

3626 保健看護学部 樫葉雅人 認知症治療病棟における看護実践に関する実態調査 

3627 内科学第三講座 山本信之 

局所進行期非小細胞肺癌に対する化学療法放射線同時

併用例における Durvalumab 投与の可否及び要否に関連

する因子についての解析研究 

3628 血液内科学講座 細井裕樹 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 

3629 血液内科学講座 細井裕樹 中枢神経悪性リンパ腫に関する後ろ向き観察研究 
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3630 内科学第二講座 北野雅之 
EUS Skyline 消化器内視鏡ライブデモンストレーション

コースでの症例提示 

3631 人体病理学講座 高橋祐一 
甲状腺癌及びその関連病変における細胞極性にかかわ

る因子の解析 

3632 人体病理学講座 高橋祐一 
尿路上皮癌及びその関連病変における細胞極性にかか

わる因子の解析 

 

５．各種報告 

 

〇経過報告 164件 

 

 委員長より(2479、2737 は副委員長より)、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

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 

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 

1577 小児科学講座 島 友子 
ＩｇＡ腎症の腎予後予測分類作成のための国際多施設

共同研究 

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 

2069 紀北分院 川上 守 
慢性腰痛患者に対する短期集中運動療法と体幹装具療

法の併用の有用性に関する無作為化比較試験 

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 

2115 内科学第一講座 竹島 健 
IgG4 関連疾患における内分泌異常の病態解明と治療反

応性予測因子に関する前向きコホート研究 

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 

2198 紀北分院 川上 守 
腰椎術後リハビリテーションにおける栄養補助食品の

効果の検討－ランダム化比較試験－ 

2219 整形外科学講座 山田 宏 
XLIF ACR 手術及び XLIF THORACIC（ニューベイシブジ

ャパン社）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 紀本創兵 

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 

2248 皮膚科学講座 神人正寿 
皮膚腫瘍における腫瘍組織および血液中の遺伝子変

異・遺伝子発現に関する前向き観察研究 

2249 脳神経外科学講座 中尾直之 
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事

業(Japan Neurosurgical Database) 

2253 循環器内科学講座 赤阪隆史 
腹部大動脈瘤と macrophage inflammatory protein 1 

alphaの関連性についての前向き観察研究 

2280 内科学第一講座 古川安志 甲状腺クリーゼ：多施設前向きレジストリー研究 

2301 内科学第一講座 岩倉 浩 診療情報を利用したＡＩ甲状腺専門医の開発 

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 
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2343 内科学第一講座 森田修平 血中小胞体ストレスマーカーに関する縦断的検討 

2348 循環器内科学講座 田中 篤 

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－ 

2363 皮膚科学講座 神人正寿 
難治性皮膚疾患の血液・皮膚組織内物質等測定のための

血液・皮膚組織保存について  

2395 麻酔科学講座 川股知之 
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 

2449 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
榎本圭佑 

甲状腺癌組織における癌発生・進展に関わる蛋白異常の

解明と臨床応用に向けた研究 

2450 放射線医学講座 生駒 顕 

腹部ステントグラフト内挿術後のタイプⅡエンドリー

クに対する IVR：技術的側面と予後についての後方視的

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 

2479 皮膚科学講座 神人正寿 
VISIAを用いた皮膚疾患患者の顔面・前腕皮膚画像解析

（前向きコホート研究） 

2481 脳神経外科学講座 深井順也 
脳腫瘍患者に対する抗てんかん薬治療における使用薬

剤と治療効果に関する研究 

2508 内科学第三講座 山本信之 
呼吸困難を有する、PS 不良の進行癌患者における HFNC

の有用性を検討する第Ⅱ相試験 

2552 
救急・集中治療医学

講座 
置塩裕子 

重症外傷患者に対する制限輸血戦略 

クラスターランダム化クロスオーバー非劣性試験 

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 

2594 脳神経外科学講座 深井順也 
頭蓋内胚細胞腫における(1)bifocal tumor の意義、(2)

髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究 

2598 保健看護学部 井上みゆき 
ダウン症児をもつ親の Non-invasive prenatal genetic 

testing（NIPT）に対する考え 

2621 人体病理学講座 小島史好 

腎深部に発生した進行期高異型度乳頭状腎細胞癌の有

する変異および遺伝子発現プロファイルに関する後ろ

向き観察研究 

2631 放射線医学講座 上硲敦文 

大腿膝窩動脈内再狭窄を有する閉塞性動脈硬化症患者

に対する ELUVIA 薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管

内治療に関する多施設・前向き研究 

2633 神経精神医学講座 紀本創兵 
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 

2640 皮膚科学講座 神人正寿 
乳児血管腫の病態に関連するバイオマーカーの探索的

研究 

2648 放射線医学講座 上硲敦文 

腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術時の下

腸間膜動脈塞栓の有用性の評価：多施設前向き無作為化

比較試験（Clarify-IMA） 

2653 内科学第三講座 山本信之 
血液を用いたがん関連遺伝子のマルチプレックスパネ

ル検査施行症例の横断的研究 

2664 脳神経外科学講座 西林宏起 安静時機能的 MRIを用いた異常てんかん回路の研究 



 

 

6 

 

2680 内科学第三講座 藤本大智 

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 

2682 血液内科学講座 蒸野寿紀 
再発難治性悪性リンパ腫に対する ACES 療法に関する後

ろ向き観察研究 

2684 血液内科学講座 園木孝志 

未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキ

シマブ療法早期介入に関するランダム化比較第Ⅲ相試

験 JCOG1411（FLORA study） 

2685 血液内科学講座 園木孝志 

「JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの

試料の提供と将来の利用について」～JCOG1411 試験付

随研究～ 

2687 保健看護学部 米島 望 
教育と臨床の協働による臨床実習指導者育成のための

研修会の検討 

2688 保健看護学部 井上みゆき 
低出生体重児の精神運動発達に効果的な養育環境に関

する縦断研究 

2720 経理課 
ランドマーク

径 

がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築

と活用に関する研究 

2726 人体病理学講座 小島史好 
非淡明細胞型腎細胞癌における予後因子に関する臨床

病理学的検討 

2727 小児科学講座 島 友子 
IgA腎症および紫斑病性腎炎を対象とした病理組織およ

び治療効果に関する観察研究 

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 

2732 内科学第一講座 森田修平 
代謝内分泌疾患における Unfolded Protein Responseの

検討 

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 

2737 
リハビリテーショ

ン医学講座 
梅本安則 

関節リウマチにおける水治運動指導の経時的効果の評

価 

2739 
リハビリテーショ

ン医学講座 
梅本安則 

嚥下造影検査データの疾患別・所見別評価と分析に対す

る後ろ向き研究 

2752 衛生学講座 鈴木春満 
バングラデシュにおける高齢者の Mini Mental State 

Examination（MMSE）の記述疫学的特徴 

2755 病態栄養治療部 西 理宏 
ヨウ素制限のための栄養指導の効果に関するパイロッ

ト試験 

2774 放射線医学講座 園村哲郎 
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 

2775 保健看護学部 森岡郁晴 看護師のインシデントレベル０の報告に関する調査 

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 

2801 小児科学講座 鈴木崇之 
Z-score評価による川崎病性冠動脈病変合併のリスク因

子を検討する後ろ向き観察研究 

2802 内科学第三講座 藤本大智 
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 

2805 内科学第三講座 洪 泰浩 

進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチ

ン/エトポシド/アテゾリズマブ併用療法の実地診療に

おける有効性、安全性を検討する多施設前向き観察研究

に付随する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 



 

 

7 

 

2820 内科学第四講座 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 

2835 保健看護学部 山田 忍 

緩和ケア病棟看護師がアドバンス・ケア・プランニング

を継続しようと考える体験－複線経路等至性アプロー

チ(Trajectory Equifinality Approach: による検討－ 

2839 保健看護学部 水田真由美 

セルフ・コンパ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 

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 

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 

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 

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 

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 

2899 外科学第二講座 山上裕機 
原発性肝胆膵悪性腫瘍手術時における手術時操作が生

体にあたえる腫瘍学的意義の探索的研究 

2907 整形外科学講座 西山大介 
CT 画像における筋領域の自動分離抽出に関する後ろ向

き観察研究 

2908 神経精神医学講座 紀本創兵 
もの忘れ外来受診者におけるメタボリック指標と認知

機能の関連を検討する横断的観察研究 

2913 内科学第三講座 藤本大智 
免疫チェックポイント阻害療法を受けた非小細胞肺癌

患者の観察研究  

2914 神経精神医学講座 辻富基美 

和歌山県立医科大学神経精神科でのてんかん、

PNES(psychogenic non-epileptic seizures 心因性非

てんかん発作)の観察研究  

2916 小児科学講座 垣本信幸 

光干渉断層法と網羅的 micro-RNA 解析を用いた川崎病

遠隔期冠動脈病変リモデリング機序の解明に対する症

例対照研究 

2917 脳神経外科学講座 西林宏起 

三次元コンピューターグラフィックスを用いた脳神経

外科の病態解明・手術成績向上のための解剖学的因子の

後ろ向き研究 

2920 外科学第二講座 山上裕機 
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高齢者適

応に関する 第Ⅲ相単群検証的試験 

2929 脳神経外科学講座 中尾直之 
レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調

査 

2935 紀北分院 中川幸洋 
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 

2937 血液内科学講座 蒸野寿紀 血栓性血小板減少性紫斑病に関する後ろ向き観察研究 

2941 整形外科学講座 岩﨑 博 

腰椎椎間孔部狭窄症に対する内視鏡下除圧術の有用性

と CT／MRI fusion 画像を用いた狭窄部の分類に関する

後ろ向き観察調査 

2942 整形外科学講座 岩﨑 博 
腰椎固定術後の隣接椎間障害に対する内視鏡下除圧術

の有用性に関する後ろ向き観察調査 
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2943 整形外科学講座 岩﨑 博 
成人脊柱変形手術におけるキッチンエルボーサインの

意義に関する後ろ向き観察研究 

2945 整形外科学講座 岩﨑 博 
腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下椎弓切除術の腰痛

改善効果に関する後ろ向き観察研究 

2949 保健看護学部 樫葉雅人 
障害者地域自立支援協議会精神保健福祉部会による長

期入院精神障害者への包括的退院支援のあり方の提示 

2953 外科学第二講座 中村公紀 

胃癌における血清 C-マンノシル−トリプトファン

（C-Man-Trp）の測定による新規バイオマーカーの探索

的研究 

2954 神経精神医学講座 紀本創兵 
うつ病における rTMS 治療の効果・再発予測指標を明ら

かにする前向き観察研究 

2956 外科学第二講座 松田健司 妊娠中の生活環境と新生児外科疾患に関する調査 

2961 
分子病態解析研究

部 
橋本真一 

2019 新型コロナウイルスに関連した末梢血リンパ球受

容体レパトア解析 

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 

2965 保健看護学部 山口昌子 
看護大学生の喫煙・受動喫煙に対する態度と認識に影響

する要因  

2967 保健看護学部 坂本由希子 看護大学生の日常生活における睡眠と疲労の関連 

2977 保健看護学部 橋爪 洋 
軽度認知機能障害患者に効果的な運動療法の解明：The 

Katsuragi Study 

2980 小児科学講座 島 友子 

小児期発症ネフローゼ症候群患者に対して リツキサン

®投与後に発現した 低ガンマグロブリン血症に関する

調査研究  

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  

3002 形成外科学講座 下江隆司 献体を用いた医師の教育・研究プログラム  

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質問紙調査 

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）を用いた細胞診材料にお

ける細胞観察についての前向き観察研究 

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 

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 

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－ 

3025 神経精神医学講座 髙橋 隼 
新型コロナウイルス感染症に対応する看護師が直面す

る困難とその影響要因に関するインタビュー調査 

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 
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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 

3036 内科学第三講座 藤本大智 

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 

3037 泌尿器科学講座 山下真平 
人工知能（MT法）を用いた ESWL 治療効果予測アルゴリ

ズムの開発－後方視的研究－ 

3039 衛生学講座 東山 綾 
日常的な健康度を指標とした都市コホート研究：神戸ト

ライアル 

3047 血液内科学講座 田村志宣 
本学・関連施設における成人 T細胞白血病リンパ腫の臨

床的検討 

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

パイロット研究 

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 

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 

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 

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 

JCOG1013A2: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 

3093 形成外科学講座 和田仁孝 
下眼瞼アプローチ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 

3104 血液内科学講座 園木孝志 

『JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの

試料の提供と将来の利用について』～JCOG1911 試験付

随研究～ 

3105 内科学第三講座 藤本大智 

進展型小細胞肺癌患者に対する免疫チェックポイント

阻害薬投与中または投与後に行った脳転移に対する放

射線療法の実地診療における安全性、有効性を検討する

多施設前向き観察研究 

3107 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
保富宗城 一側感音難聴の実態調査 

3116 内科学第四講座 赤阪隆史 
冠動脈 CT における病態形態と予後に関する後ろ向き観

察研究 
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3120 外科学第二講座 山上裕機 

JCOG1013「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」

の附随研究 化学療法を施行した進行胃癌におけるバイ

オマーカーに関する研究 

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 

3125 生理学第一講座 堂西倫弘 
若年成人の上部消化管症状と胃のペースメーカー活動

との 関係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

（Gio-Tag Japan附随研究） 

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パネル検査の有用性評価に関す

る臨床研究（FIRST-Dx trial） 

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 

3138 保健看護学部 山田 忍 
がん看護に携わる看護師のがんゲノム医療における看

護と死生観の関係―パス解析によるモデルの構築― 

3140 神経精神医学講座 紀本創兵 
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次世

代シーケンサー、circulating tumor DNA (ctDNA)、

exosome DNAの有用性の前向き観察研究 

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 

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 

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改善効果と内視鏡下腰椎椎

弓切除術による腰痛改善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 

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 

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  

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 

3176 法医学講座 近藤稔和 
法医剖検例における虚血性心疾患に関する後ろ向き研

究 

3177 法医学講座 近藤稔和 
法医剖検例の心臓における体内時計と死亡時刻に関す

る後ろ向き研究 
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3178 小児科学講座 島 友子 
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における遺伝子異

常の有無と腎組織の関係（多施設共同観察研究） 

3186 整形外科学講座 高見正成 
頚椎症性脊髄症患者における巧緻運動障害の術後改善

予測に関する前向き観察研究 

3187 整形外科学講座 山田 宏 
成人脊柱変形患者に対する脊椎矯正手術の費用対効果

の検討 

3189 小児科学講座 土橋智弥 早産児におけるヨウ素摂取量の前向き観察研究 

3190 泌尿器科学講座 山下真平 
CTと人工知能を用いた ESWL治療適合性の自動診断アル

ゴリズムの開発 -前方視的多施設共同研究-  

3192 中央放射線部 宮崎雄司 
前立腺癌における外部照射併用密封小線源治療での尿

道下腔内照射の可能性（後ろ向き観察研究）  

3195 保健看護学部 山口昌子 看護大学生における体型への自己認識と食生活の関連  

3208 腫瘍センター 清水敏雄 
保険診療でのがんゲノムプロファイリング検査の実施

状況に関する観察研究 

3210 ８階東 西山涼子 
脊髄損傷者に対する B モードエコーを用いた排便管理

の効果 

3214 人体病理学講座 小島史好 

血管芽腫様の組織学的特徴を有する淡明細胞腎細胞癌

の臨床病理学的・分子病理学的特徴を明らかにするため

の後ろ向き観察研究  

3216 
看護部 

７階東 
向 友代 

「入院患者に対する自宅仮想現実映像を用いた緩和ケ

アプログラム」に協力する家族介護者の気分状態の変化

に対する前向き観察研究  

3222 保健看護学部 狗巻見和 
重症心身障害児の身体変化による治療をめぐる意思決

定を支えるケアニング-プログラムツールの開発  

3223 内科学第四講座 柏木 学 
肺切除術後における心房細動再発に関する後ろ向き観

察研究  

3224 保健看護学部 池田敬子 
看護実習の受持ち患者が学生に肯定的感情を抱くプロ

セス  

3230 血液内科学講座 園木孝志 

「JCOG1911：高齢者または移植拒否若年者の未治療多発

性骨髄腫患者に対するダラツムマブ＋メルファラン＋

プレドニゾロン＋ボルテゾミブ（D-MPB）導入療法後の

ダラツムマブ単独療法とダラツムマブ＋ボルテゾミブ

併用維持療法のランダム化第 III 相試験」の附随研究 

JCOG1911A1：多発性骨髄腫に対するダラツムマブ併用化

学療法における効果予測因子および抵抗性機序に関す

る探索的研究 

3245 内科学第三講座 藤本大智 
オシメルチニブによるファーストライン治療の前向き

コホート研究 

3324 分子病態解析部 橋本真一 膵神経内分泌腫瘍における網羅的遺伝子発現解析  

3345 
分子病態解析研究

部 
橋本真一 乳酸菌、ビフィズス菌の免疫細胞に対する作用の検討 

 

〇終了・中止報告 113件 

 

 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く、承認された。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

158 
歯科口腔外科学講

座 
藤田茂之 顎関節疾患の基礎的研究 
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253 
歯科口腔外科学講

座 
藤田茂之 

非復位性顎関節円板転移症例に対する外科的治療法術

後の理学療法のランダム化割付け試験研究 

787 小児科学講座 島 友子 多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究 

1026 保健看護学部 池田敬子 
手指を汚染したウイルスの感染力の持続性ならびに伝

染性についての評価 

1404 循環器内科学講座 赤阪隆史 

冠血流予備量比（FFR）にて冠動脈インターベンション

を見送った症例の長期予後：日本多施設レジストリー 

long-term outcome of Japanese patients with deferral 

Coronary iNtervention based on FrractIonal flow 

Reserve in Multicente- registry(J-CONFIRM Registry)  

1627 外科学第二講座 尾島敏康 

臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹

腔鏡下噴門側胃切除術の安全性に関する非ランダム化

検証的試験 

1639 
地域医療支援セン

ター 
上野雅巳 

和歌山県における脳卒中地域連携パスの有効性評価と

適正な地域医療構想に向けた探索的研究 

1668 外科学第二講座 松田健司 結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究 

1674 
地域医療支援セン

ター 
上野雅巳 

地域住民の受療動向と救急車搬送成績の分析に基づく

和歌山県が策定する地域医療構想の基盤研究－その１ 

和歌山県全域の救急車搬送記録に基づく救急医療の評

価研究－ 

1691 人体病理学講座 松崎生笛 
皮膚扁平上皮癌における病理組織学的予後不良因子の

検討 

1699 
歯科口腔外科学講

座 
藤田茂之 

舌神経損傷の際に生じる神経断端腫の発現・炎症性物質

の誘発による神経障害性疼痛の病態の解明 

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 

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 

1945 
歯科口腔外科学講

座 
藤田茂之 

舌神経吻合術において、直接神経縫合術と神経再生誘導

チューブを用いた術式の治療成果の相違 

1990 
救急・集中治療医学

講座 
置塩裕子 

穿孔性腹膜炎緊急手術症例の手術部位感染に関する多

施設共同前向き観察研究 

1991 整形外科学講座 山田 宏 人工関節登録制度の確立 

1994 保健看護学研究科 山田和子 前期高齢者における栄養の実態とその関連要因 

2007 循環器内科学講座 赤阪隆史 

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とし

た前向き観察研究 All Nippon AF In Elderly Registry 

-ANAFIE Registry- 

2015 保健看護学部 石井敦子 
A圏域における精神保健福祉に関わる支援課題：個別支

援会議録の分析から 

2017 外科学第二講座 尾島敏康 
胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡腹腔鏡併用手術における

有効性安全性に関する後ろ向き観察研究 

2034 外科学第二講座 山上裕機 
ICG近赤外光観察を用いた主要動脈合併切除再建を伴う

膵切除術における肝、腸管、再建動脈血流の評価 

2039 外科学第二講座 尾島敏康 
腹腔鏡下噴門側胃切除後ダブルトラクト再建における

有効性、安全性に関する第Ⅱ相試験 

2063 
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学講座 
保富宗城 

肺炎球菌由来中耳炎患者からの急性期／回復期におけ

る抗体の挙動調査 
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2103 生理学第一講座 堂西倫弘 胃の活動が脳に与える影響 

2116 内科学第一講座 赤水尚史 
２型糖尿病患者における甲状腺機能異常に関する前向

き観察研究 

2148 外科学第二講座 尾島敏康 胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査 

2162 外科学第二講座 松田健司 pT1 大腸癌のリンパ節転移の国際共同研究 

2172 内科学第三講座 山本信之 
EGFR 遺伝子変異陽性肺腺癌患者におけるオシメルチニ

ブ使用に関する多施設共同後ろ向き観察研究 

2178 看護部（９階西） 関 晃平 
ロボット支援前立腺全摘術後の尿失禁が及ぼす退院後

のＱＯＬへの影響と変化 

2184 循環器内科学講座 赤阪隆史 
冠攣縮狭心症における臨床的表現型と vasa vasorum に

関する後ろ向き観察研究 

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 

2200 
歯科口腔外科学講

座 
藤田茂之 

周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子に関する

後ろ向き観察研究 

2250 循環器内科学講座 赤阪隆史 

心筋血流予備量比を計測した冠動脈疾患患者の予後に

関する多施設共同後向き観察コホート研究 

FFR guided DecISion making in COronary 

reVascularization:Japanese multi-cEnteR 

retrospective RegistrY(FFR DISCOVERY Japan) 

2283 外科学第二講座 尾島敏康 
ロボット支援下胃癌手術における腹腔鏡下胃癌手術に

対する優越性の検証：第Ⅲ相無作為化比較試験 

2293 循環器内科学講座 赤阪隆史 
急性冠症候群患者における残余リスクとしての high 

densitylipoprotein(HDL)コレステロールの意義 

2301 内科学第一講座 岩倉 浩 診療情報を利用したＡＩ甲状腺専門医の開発 

2352 保健看護学部 山口昌子 看護大学生のがんのイメージに影響する要因 

2390 保健看護学部 山田 忍 
クリーンルーム入室患者の不適応感尺度（Cleanroom 

non-Adaptation Scale：CnA-S2）の妥当性の検討 

2461 整形外科学講座 山田  宏 
2017 年に施行された脊柱変形手術における合併症の発

生頻度に関する調査 

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 

2481 脳神経外科学講座 深井順也 
脳腫瘍患者に対する抗てんかん薬治療における使用薬

剤と治療効果に関する研究 

2484 外科学第二講座 岡田健一 
膵癌術前治療の組織学的治療効果判定・予後予測スコア

リングシステムの有用性に関する後ろ向き観察研究 

2509 循環器内科学講座 赤阪隆史 

冠動脈瀰漫性病変に対する、instantaneous wave-free 

ratio Pullback を用いた後ろ向き観察研究（多施設共

同研究） 

2517 血液内科学講座 園木孝志 
血液悪性腫瘍の保存検体を用いた薬剤感受性に関する

研究 

2527 
紀北分院脊椎ケア

センター 
峯玉賢和 

腰部脊柱管狭窄症患者に対する運動療法の効果を検証

すること 

2541 
口腔顎顔面外科学

講座 
藤田茂之 口腔診査情報標準コード仕様の可用性に関する研究 

2561 保健看護学部 池田敬子 
ＩＣＵ入室中の経口挿管患者に実施している口腔ケア

における観察研究 
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2573 保健看護学部 山本明弘 
精神科看護師のワーク・エンゲイジメントに関連する要

因 ～個人の資源に着目して～ 

2591 内科学第一講座 竹島 健 
甲状腺髄様癌における甲状腺機能異常に関する観察研

究 

2596 外科学第二講座 尾島敏康 
早期胃癌に対する新規内視鏡治療における有効性安全

性に関する後ろ向き観察研究 

2614 保健看護学部 山東資子 
看護学生のポジティブ感情・ネガティブ感情および実習

中の感じ方についての観察研究 

2620 眼科学講座 安田慎吾 
角膜感染症におけるテガダーム®を用いた抗生剤湿潤療

法の有用性の検討 

2642 保健看護学部 岩村龍子 高齢者の地域における交流の現状とその要因 

2673 外科学第二講座 松田健司 大腸癌腹膜播種に関する後ろ向き観察研究 

2690 泌尿器科学講座 山下真平 

トリア尿管ステントとポラリスウルトラ尿管ステント

の、結石付着に関する単盲検・前向きランダム化比較試

験～短期留置編～ 

2706 紀北分院整形外科 川上 守 
骨粗鬆症性椎体骨折に対する早期運動療法の短期治療

成績の検討（後向きコホート研究） 

2723 保健看護学部 増田匡裕 
看護学部・医学部の大学生の恋愛観～恋愛態度測定尺度

LETS-2を用いて～ 

2744 保健看護学部 羽畑正孝 
アクションリサーチによる学部演習・新人教育に有効な

小児看護技術に関する資料の開発 

2757 内科学第三講座 山本信之 

化学放射線治療後に Grade1 放射線肺障害を有する患者

に対するイミフィンジ治療の有効性と安全性を検討す

る前向き観察研究 

2776 内科学第一講座 赤水尚史 甲状腺クリーゼ全国疫学調査 2次調査の追跡調査  

2778 病態栄養治療部 田中明紀子 
高度肥満患者における減量過程による味覚変化に対す

る前向きコホート研究 

2803 泌尿器科学講座 山下真平 
CTと人工知能を用いた ESWL治療適合性の自動診断アル

ゴリズムの開発-後方視的研究- 

2819 内科学第四講座 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 

2830 保健看護学部 山田 忍 
がん看護専門看護師教育課程への進学を目指すために

必要な要因の抽出 

2836 内科学第四講座 赤阪隆史 

冠動脈造影画像 iFR 値の検証及び評価に関する前向き

臨 床 研 究  Radiographic imaging Validation and 

EvALuation for Angio iFR 

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 

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 

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 

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－ 

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 

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 
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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

因ー経験および職業性ストレスに着目してー 

2868 
分子病態解析研究

部 
岩淵禎弘 

肺高悪性度神経内分泌腫瘍の分子レベルでの病態解明

に関する共同研究 

2890 脳神経内科学講座 髙  真守 
パーキンソン病と非定型パーキンソニズムでのノイズ

パレイドリアテストに関する後ろ向き観察研究 

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 

2900 眼科学講座 髙田幸尚 
緑内障点眼薬使用患者の涙道閉塞に関する後ろ向き研

究  

2912 外科学第二講座 早田啓治 
胃神経内分泌腫瘍（NET）の臨床診断及び病理組織学的

検討ー後ろ向き観察研究ー  

2924 保健看護学部 山本明弘 

看護学生のスマートフォン依存度と自己効力感との関

係および学年によるスマートフォン依存度の違いの有

無に関する研究  

2972 泌尿器科学講座 山下真平 
腎癌に対するロボット支援下腎部分切除術後早期の無

症候性仮性動脈瘤発生率および自然史に関する検討 

2973 泌尿器科学講座 山下真平 

内分泌療法を受けた前立腺癌患者における去勢抵抗性

前立腺癌への進行ならびに予後を予測する因子につい

ての後方視的検討  

2980 小児科学講座 島  友子 

小児期発症ネフローゼ症候群患者に対して リツキサン

®投与後に発現した 低ガンマグロブリン血症に関する

調査研究  

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－ 

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－ 

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 

3040 内科学第四講座 赤阪隆史 
ヒト末梢血単球サブセットと急性心筋梗塞の予後に関

する後ろ向き観察研究 

3051 麻酔科学講座 栗山俊之 

がん患者における腫瘍に因る中枢神経障害および末梢

神経障害が原因の痛みに対するステロイド全身投与の

有効性・安全性に関する多施設共同前向き観察研究 

3053 内科学第四講座 赤阪隆史 
心房粗動カテーテル治療における右房形態の影響に関

する後ろ向き観察研究 

3054 内科学第四講座 赤阪隆史 
心臓植込み型デバイスにおける静脈造影ガイド穿刺の

有用性に関する後ろ向き観察研究 

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 

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 

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 
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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 

3151 眼科学講座 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 

3157 麻酔科学講座 山﨑景子 

砕石位術後患者の下腿コンパ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 

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  

3175 内科学第四講座 久保隆史 

経皮的冠動脈インターベンションにおける光干渉断層

法アンジオコレジストレーションイメージングの有用

性に関する研究 

3179 内科学第四講座 穂積健之 
高度大動脈弁狭窄症における経カテーテル的大動脈弁

留置術後の冠血流に関する後ろ向き観察研究 

3180 保健看護学部 樫葉雅人 

新型コロナウイルス感染拡大による看護師の恐怖およ

び職場ストレスに関する研究 ―新型コロナウイルス恐

怖尺度と職場ストレッサー尺度での検討― 

3196 脳神経内科学講座 阪田麻友美 
パーキンソン病における下肢の筋超音波検査に関する

後ろ向き観察研究  

3200 脳神経内科学講座 阪田麻友美 
パーキンソン病における超音波嚥下機能検査に関する

後ろ向き観察研究 

3219 保健看護学部 山本明弘 

看護学生の新型コロナウイルス感染症への恐怖心とス

トレス対処能力との関係－FCV-19S と SOCS を用いた検

討－  

3232 外科学第二講座 松田健司 
超高齢者（90 歳以上）と大腸癌に関する多施設共同後

方視的検討 

3238 内科学第四講座 田中 篤 
ST 上昇型急性心筋梗塞における早期再灌流後心筋内出

血と来院時高血糖との関連 

3248 保健看護学部 岩村龍子 認知症高齢者の家族の介護状況と介護に関する思い 

3284 眼科学講座 髙田幸尚 
ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド併用使用から配

合点眼薬へ変更後の眼圧変化 

3309 小児科学講座 前田真範 
West 症候群患児の治療前脳波検査におけるヒプスアリ

スミアの周波数・ネットワーク解析による予後予測研究  

3328 内科学第四講座 柏木 学 
Abbott 社製ペーシングリード・除細動リード留置で使

用するスタイレットの Usability 調査  

3346 内科学第一講座 石橋達也 
我が国における１型糖尿病の実態の解析に基づく適正

治療の開発に関する研究 

3357 整形外科学講座 下江隆司 
整形外科医を対象とした献体を用いた手外科領域の手

術手技実習 

3359 整形外科学講座 下江隆司 
整形外科医を対象とした献体を用いた足の外科領域の

手術手技実習 

3476 中央放射線部 久保田貴之 
頭部 CTA における DECT の BoneRemoval 技術と従来の骨

除去処理の比較による後ろ向き研究 

Ｇ137 脳神経外科学講座 深井順也 
中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関す

る研究 

 



 

 

17 

 

６．倫理審査申請の審査について 

 

○変更申請 27件 

 

 委員長より、（2737 は副委員長より）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 

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 

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 

2052 人体病理学講座 松﨑生笛 
ヒトパピローマウイルスと皮膚扁平上皮癌、尿路上皮癌

および消化管癌の関連に関する後ろ向き観察研究 

2069 紀北分院 中川幸洋 
慢性腰痛患者に対する短期集中運動療法と体幹装具療

法の併用の有用性に関する無作為化比較試験 

2101 
リハビリテ－ショ

ン医学講座 
田島文博 

高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を向上させるための新しい

アシスト技術の開発：入院患者におけるテレメトリー筋

電図信号と下肢筋力・日常生活動作（ＡＤＬ）の改善に

関する前向き観察研究(Research proposal WHO kobe 

Center) 

2115 内科学第一講座 竹島 健 
IgG4 関連疾患における内分泌異常の病態解明と治療反

応性予測因子に関する前向きコホート研究 

2253 内科学第四講座 柏木 学 
腹部大動脈瘤と macrophage inflammatory protein 1 

alphaの関連性についての前向き観察研究 

2395 麻酔科学講座 川股知之 
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 

2446 皮膚科学講座 神人正寿 
自己免疫疾患・自己炎症性疾患の血液・皮膚組織内物質

等測定による病態解明に関する研究 

2467 内科学第四講座 田中 篤 

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） 

2489 保健看護学部 増田匡裕 
赤ちゃん・子どもを亡くした家族に対する心のケアに関

する意識調査 

2533 
リハビリテ－ショ

ン医学講座 
田島文博 

健常者における交代浴が血中 BDNF 動態に与える影響の

検証 

2640 皮膚科学講座 神人正寿 
乳児血管腫の病態に関連するバイオマーカーの探索的

研究 

2713 内科学第三講座 山本信之 
腫瘍組織・血液検体を用いた免疫チェックポイント阻害

剤治療による効果・副作用予測因子の検討を行う研究 

2731 血液内科学講座 細井裕樹 
急性骨髄性白血病の疾患分類ごとの WT1-mRNA 値の評

価、および治療経過における推移の解析 

2737 
リハビリテ－ショ

ン医学講座 
梅本安則 

関節リウマチにおける水治運動指導の経時的効果の評

価 

2748 外科学第二講座 尾島敏康 
JCOG1809：大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔

鏡下脾温存脾門郭清の安全性に関する第Ⅱ相試験 
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2798 内科学第四講座 田中 篤 

安静時指標と冠血流予備量比で評価した日本人冠動脈

疾患症例の臨床予後に関する前向き多施設レジストリ

ー 

Clinical Outcomes of Japanese Patients with Coronary 

Artery Disease Assessed by Resting Indices and 

Fractional Flow Reserve: A Prospective Multicenter 

Registry 

2883 外科学第二講座 合田太郎 

食道癌手術患者における術前サルコペニアと術後アウ

トカムに関する 

後ろ向き観察研究 

2958 内科学第二講座 北野雅之 

切除困難悪性遠位胆管狭窄に対する第一選択胆道ドレ

ナージについて、超音波内視鏡下胆道ドレナージと経乳

頭的胆道ドレナージを比較検討する多施設共同無作為

化比較試験 

3024 小児科学講座 垣本信幸 

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－ 

3116 内科学第四講座 柏木 学 
冠動脈 CT における病態形態と予後に関する後ろ向き観

察研究 

3139 内科学第四講座 柏木 学 
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 

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 

3225 内科学第三講座 山本信之 

和歌山県立医科大学附属病院受診者を対象にした、難治

性疾患克服の研究基盤としてのクリニカルバイオバン

ク・データベースの構築 

Ｇ92 保健看護学部 宮井信行 
和歌山県在住地域住民の生活習慣病発症に関わる遺

伝・環境要因に関する研究 

Ｇ162 

 
皮膚科学講座 神人正寿 

全国疫学調査に基づく顆粒状Ｃ３皮膚症の疾患概念の

確立と病態解明 

 

○新規申請 ９件 

 

 委員長が進行し、申請者（中山宜昭）から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、継続審査（委員長に

よる迅速審査の結果により承認）となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3571 脳神経内科学講座 伊東秀文 
ヒト疾患特異的 iPS細胞の作成とそれを用いた疾患解

析に関する研究 

 

 委員長が進行し、申請者（松本綾子）から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、継続審査（次回対面

審査）となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3502 10階西 松本綾子 全盲状態での身体抑制を体験した看護師の気付き 

 

 委員長が進行し、申請者（中本紗世）から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、継続審査（委員長に

よる迅速審査の結果により承認）となった。 
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申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3578 7階東 中本紗世 
乳がん術後リンパ浮腫指導の指導時期による効果の比

較 

 

 委員長が進行し、申請者（坂本由希子）から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、継続審査（委員長

による迅速審査の結果により承認）となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3590 保健看護学部 坂本由希子 
地域在住高齢者の眠前口腔ケアについての細菌学的検

討 

 

委員長が進行し、申請者（橋爪 洋）から資料に基づき説明がなされた。審議の結果、継続審査（委員長に

よる迅速審査の結果により承認）となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3584 整形外科学講座 山田 宏 かつらぎ町における小中学生の運動器健診 

 

【保健看護Ⅱ】 

 

 服部委員より、下記研究課題について説明があった。審議の結果、継続審査（委員長による迅速審査の結果 

により承認）となった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

3597 保健看護学部 山本明弘 

看護系学部 4年次生におけるコロナ禍前とコロナ禍中

の社会的スキルの比較およびコロナ禍中の新型コロナ

ウイルス感染症恐怖心がその社会的スキルに及ぼす影

響－先行研究との比較、および FCV-19と Kiss-18を用

いた検討－ 

 

 服部委員より、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 

3598 保健看護学部 寒川友起子 
看護場面における沈黙に対する苦手意識と性格特性お

よびコミュニケーション・スキルとの関連 

 

服部委員より、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 

3599 保健看護学部 辻 あさみ 
看護学生の臨地実習におけるカンファレンスのストレ

ス状況と対処行動との関連 

 

服部委員より、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 

3600 保健看護学部 池田敬子 

ヒトパピローマウイルスワクチン接種に対する看護学

生の意識調査 ―個別勧奨再開におけるキャッチアップ

接種世代を中心に― 
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7.その他 

○終了報告の取り下げについて（1988） 

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 

1988 内科学第二講座 北野雅之 ERCP 関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究 

 

８．次回倫理審査委員会の開催日について 

  令和４年９月２６日（月）１６時から開催することとなった。 


