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第２１３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 

  平成３１年２月１５日（金） １６時００分～１６時４０分 

 

■開催場所 

  管理棟２階 特別会議室 

 

■出席委員 

  牧野委員 竹山委員 井原委員 原委員 鵜飼委員 月山委員 洪委員 水越委員 山口委員 増田委員 

  松原委員 柳川委員 岡本委員 北野愛子委員（１４名出席） 

 

■審査件数 

  新規申請          １件 

  変更申請          ８件 

  迅速審査の状況報告    ３１件 

  有害事象報告        １件 

  研究経過報告      １００件 

  研究終了・中止報告    ７１件 

 

■審議内容： 

 

１．第２１２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２１２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。 
 

審査完了（１５件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2503 麻酔科学講座 吉田朱里 
低体温人工心肺中における新しい体温連続モニタリン

グシステムの信頼性に関する後ろ向き観察研究 

2505 小児科学講座 熊谷健 
Transient improvement of complete heart block 

without anti-Ro/La antibodies:A fetal case report 

2506 皮膚科学講座 神人正寿 
難治性静脈奇形及びクリッペル・トレノネー症候群を

対象とした前向き観察研究 

2507 
救急・集中治療医

学講座 
宮本恭兵 

重症患者の半年後の障害と QOL の評価に関する多施設

レジストリ 

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） 
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2510 外科学第二講座 廣野誠子 

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN)症例における膵液細胞診

と切除標本による最終病理診断の比較－多施設共同研

究（付随研究）－ 

2512 
歯科口腔外科学

講座 
東條格 

口腔扁平上皮癌における免疫チェックポイント機構に

関する後ろ向き観察研究 

2513 皮膚科学講座 三木田直哉 新規乾癬患者の疫学調査 

2514 
脳神経内科学講

座 
伊東秀文 

紀伊 ALS のバイオマーカー固定を目的とした多施設共

同レジストリー研究 

2515 
循環器内科学講

座 
赤阪隆史 

カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト

（J-AB レジストリ） 

2516 
循環器内科学講

座 
赤阪隆史 

瞬時血流予備量比、心筋血流予備量比と冠動脈バイパ

ス術後のグラフト開存率に関する検討 

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 

2519 
宇野耳鼻咽喉科

クリニック 
宇野芳史 

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 

2520 
医療法人尚徳会

ヨナハ総合病院 
鈴木賢二 

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 

2521 外科学第二講座 速水晋也 
メチル基置換酵素／脱メチル基酵素の肝細胞癌におけ

る機能解析－後ろ向き観察研究－ 

 

審査中（１６件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2523 
脳神経外科学講

座 
深井順也 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査） 

2524 
脳神経外科学講

座 
藤田浩二 

ICT のリアルタイム性を活かした医師対医師による遠

隔医療の効果に関する調査研究 

2525 皮膚科学講座 山本有紀 
本邦とカナダにおける乳房外 Paget 病、Paget病の疫学

調査と重複がん発症リスク因子の分析 

2526 内科学第三講座 早田敦志 
がん化学療法に対す制吐薬としてのオランザピンの使

用実態調査 

2528 保健看護学部 辻あさみ 

患者の退院後の生活を見据えた看護師の行動とその関

連要因～急性期病院で勤務する看護師の看護実践能力

に着目して～ 

2529 内科学第二講座 北野雅之 
超音波内視鏡下での shear wave 法を用いた膵線維化診

断に関する後ろ向き観察研究 

2530 保健看護学部 中島珠生 新人実習指導者の指導観に影響する実習指導体験 

2531 保健看護学部 水田真由美 看護学生の看護職志望が高まる要因の検討 

2532 保健看護学部 森岡郁晴 
産業看護職のワークエンゲイジメントに関連する要因

を探索する横断的研究 

2534 
耳鼻咽喉科・頭頚

部外科学講座 
大谷真喜子 

スイミングクラブの競技選手における耳鼻咽喉科疾患

についての前向き研究 

2535 保健看護学部 山田忍 
訪問看護師が必要と考える在宅での患者の希望を支え

るための看取りの要因 
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2536 保健看護学部 森岡郁晴 
首尾一貫感覚の差異に着目したワーク・エンゲイジメ

ントと職場改善の関連に関する横断的研究 

2537 外科学第二講座 山上裕機 

消化器癌患者あるいは前癌病変患者の口腔ケアにおけ

る細胞叢の網羅的探索によるデータベース構築を通じ

た新たな診断方法・治療法・予後解析の確立 

2539 分子遺伝学講座 井上徳光 
去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治療薬の効果を予測

するバイオマーカーの探索的研究 

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 

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 

 

４.有害事象報告 

１件の有害事象についての報告があった。 

他施設で発生（１件） 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2360 泌尿器科学講座 原勲 

前治療歴を有する根治切除不能または転移性腎細胞癌

に対するニボルマブのバイオマーカー探索を目的とし

た多施設共同前向き介入試験 

 

５．研究経過報告 

１００件の研究についての経過報告があった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2096 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 Osimertinib 単剤療法の第Ⅱ相試験 

1902 内科学第三講座 山本信之 

EGFR 遺伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する血漿中 

cell free DNAを用いた EGFR 

T790M 変異検出における複数の検出法を用いた観察研

究 

1558 内科学第三講座 山本信之 

EGFR 遺伝子変異陽性･進行再発肺腺癌に対するアファ

チニブ療法における、digital PCR法を用いたバイオマ

ーカー研究（第Ⅱ相試験） 

1890 内科学第三講座 山本信之 

ＥＧＦＲ－ＴＫＩに不応となったＴ７９０Ｍ陽性、進

行・再発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ＋ベバシ

ズマブの第Ⅰ相試験と、オシメルチニブ単剤との無作

為化第Ⅱ相試験 

1829 内科学第三講座 山本信之 

T790M 変異以外の機序にて Epidermal growth factor 

receptor-tyrosine kinase inhibitor（EGFR-TKI）に

耐性化した EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺

がんに対するニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレ

キセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験 

1393 内科学第三講座 山本信之 

化学療法未施行ＩＩＩＢ/Ⅳ期･術後再発肺扁平上皮癌

に対するＣＢＤＣＡ＋ＴＳ－１併用療法後のＴＳ－１

維持療法の無作為化第Ⅲ相試験 

2118 内科学第三講座 山本信之 
PD-1･L1抗体が有効であった進行・再発非小細胞肺がん

に対する、ニボルマブ投与の第Ⅱ相試験 

1996 内科学第三講座 上田弘樹 

シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療

法誘発性悪心・嘔吐の予防に対する標準制吐療法＋オ

ランザピン 5mg の有用性を検証するプラセボ対照二重
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盲検ランダム化第Ⅲ相比較試験 

1712 内科学第三講座 山本信之 

EGFR 遺伝子変異を有する切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に

対するゲフィチニブと胸部放射線治療同時併用療法の

第Ⅱ相試験 

1513 内科学第三講座 洪泰浩 

マイクロキャビティアレイを用いた非小細胞肺癌及び

小細胞肺癌における血中循環腫瘍細胞（CTCｓ：ｃ

irculating tumor cells)の研究 

2062 内科学第三講座 洪泰浩 

EGFR 遺伝子変異及び ALK 融合遺伝子陽性肺癌におけ

る、血漿 DNA を用いた遺伝子変異モニタリングの意義

を検討する多施設共同研究 

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 

1799 内科学第三講座 山本信之 
固形癌に対する腫瘍遺伝子網羅的解析結果に基づく分

子標的治療薬選択に関する観察研究 

2119 内科学第三講座 洪泰浩 

EGFR-TKIに不応となった T790M陽性、進行・再発肺腺

癌を対象としたオシメルチニブ＋ラムシルマブの第 Ib

相試験における血漿 cell-free DNA のモニタリングを

行う付随研究 

1541 内科学第三講座 山本信之 

高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋

エトポシド併用療法とカルボプラチン＋イリノテカン

療法のランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験 

1891 内科学第三講座 山本信之 

高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテ

カン＋シスプラチン療法とエトポシド＋シスプラチン

療法のランダム化比較試験 

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 

1983 内科学第三講座 山本信之 

EGFR チロシンキナーゼ阻害剤への耐性獲得機構解析と

Liquid biopsy の有用性を検討するバイオマーカー研

究 

1589 内科学第三講座 山本信之 

標準的化学療法終了後のＥＧＦＲおよびＡＬＫ遺伝子

変異陰性進行非小細胞肺癌に対する weekly nab－

Paclitaxel 療法の臨床第Ⅱ相試験 

1984 内科学第三講座 山本信之 
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 

1770 内科学第三講座 山本信之 

高齢者化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺がんに対す

る nab-Paclitaxel+Carboplatin 併用療法と Docetaxel

単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験 

1625 内科学第三講座 山本信之 
既治療の進行･再発非小細胞癌に対するドセタキセル

と nab-パクリタキセルのランダム化比較第Ⅲ相試験 

2097 内科学第三講座 山本信之 

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボ

プラチン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法と

カルボプラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム

化第Ⅱ相試験（J-SONIC) 

2188 内科学第三講座 山本信之 
未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するペ

ムブロリズマブの単群検証的試験 

1612 内科学第三講座 上田弘樹 
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用い

た原発巣推定に基づく治療効果の意義を問う第Ⅱ相試
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験 

1764 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

表面筋電図パワースペクトル解析を用いた前十字靱帯

損傷後における大腿四頭筋の筋疲労特性に関する研究 

1194 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
幸田剣 

ＩＣＵでのリハビリテーションにおける early 

mobilization の効果に関する研究 

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 

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 

1239 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

人工呼吸器を必要とする高位頸随損傷者の非侵襲的陽

圧人工呼吸器使用に対し影響を与える要因のカルテ調

査 

1573 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

ロコモティブシンドロームを有する高齢者に対する運

動療法がもたらす効果に関する検討 

1838 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
上條義一郎 

中高年者における生活習慣病既往歴による体力の層別

化の試み 

1977 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
石田和也 

脳性麻痺両麻痺患者に対するエルゴメーターが下肢の

痙性麻痺に与える影響 

2101 
リハビリテーシ

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) 

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 

1693 
みらい医療推進

学講座 
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 

1981 内科学第一講座 古田浩人 

インスリン依存状態の糖尿病患者を対象としたフラッ

シュグルコースモニタリングシステムの有用性に関す

る前向き観察研究 

1328 内科学第一講座 有安宏之 
肥満症患者における血中レプチン濃度とアディポネク

チン濃度の検討 

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 

1157 内科学第一講座 赤水尚史 
ＩｇＧ４関連甲状腺疾患の病態における血中ＩｇＧ

４・サイトカインの意義に関する研究 

1171 内科学第一講座 赤水尚史 
J-BRAND Registry (Japan-Based Clinical ReseArch 

Network for Diabetes Registry) 

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 

1986 内科学第一講座 赤水尚史 
内分泌疾患における免疫チェックポイント分子の臨床

的意義の後ろ向き観察研究 

1987 内科学第一講座 赤水尚史 
免疫チェックポイント阻害剤による内分泌臓器への影

響の前向き検討 

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 

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 

1586 内科学第一講座 赤水尚史 
ＩｇＧ４関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を

目指した研究 

1592 内科学第一講座 赤水尚史 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の
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患者悉皆登録研究 

1862 内科学第一講座 赤水尚史 ヒト内分泌細胞におけるＧＰＲ１４２発現の検討 

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 

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 

190 皮膚科学講座 吉益隆 
円形脱毛症を対象としたＳＡＤＢＥ療法に際しての倫

理的配慮について 

2106 血液内科学講座 田村志宣 
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチン 

アルファに対する反応性に関する解析 

2108 血液内科学講座 田村志宣 
後天性血友病Ａ患者を対象としたバイパス止血製剤の

凝固能評価 

2085 血液内科学講座 田村志宣 

自家末梢血幹細胞移植施行多発性骨髄腫におけるマル

チパラメーターフローサイトメトリーによる微少残存

病変の検出法の確立：次世代シークエンサー法との比

較検討 

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 

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 

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 

2083 
神経精神医学講

座 
鵜飼聡 

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 

1519 
脳神経内科学講

座 
伊東秀文 

ヒト疾患特異的 iPS 細胞の作製とそれを用いた疾患解

析に関する研究 

2093 
脳神経内科学講

座 
伊東秀文 18F-THK5351 タウ PETによる軽度認知症の病態解明 

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) 

2086 外科学第一講座 西村好晴 
弓部全置換術における両側腋窩動脈送血の有用性に関

する後ろ向き観察研究 

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 

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－ 

1929 小児科学講座 神波信次 

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法

におけるシタラビン投与法についてランダム化比較検

討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検

討する多施設共同シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨床試験

AML-12 

1930 小児科学講座 神波信次 
小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設

共同第Ⅱ相および第Ⅲ相臨床試験 ALL-B12 

1931 小児科学講座 神波信次 
小児および若年成人における T 細胞性急性リンパ性白

血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（ALL-T11） 

1932 小児科学講座 神波信次 
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリス

ク別臨床研究 LCH-12 
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2001 小児科学講座 神波信次 小児固形腫瘍観察研究 

2002 小児科学講座 神波信次 
20 歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学

研究 

2003 小児科学講座 神波信次 

標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リン

パ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験 

JPLSG-ALB-NHL-14 

2004 小児科学講座 神波信次 
小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ

追加 LMB 化学療法の安全性と有効性の評価を目的とし

た多施設共同臨床試験 B-NHL-14 

2037 小児科学講座 神波信次 
小児血球貧食症候群における HMGB1(High Mobility 

Group Box1)の後方視的検討 

2038 小児科学講座 神波信次 
小児血球貧食症候群の臨床像に関する後ろ向き観察研

究 

1348 
小児成育医療支

援学講座 
津田祐子 

神経型ゴーシェ病に対するアンブロキソールを用いた

シャペロン療法 

1928 小児科学講座 神波信次 

日本小児白血病リンパ腫研究グループ（ＪＰＬＳＧ）

における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研

究 

2082 小児科学講座 利光充彦 
光線療法施行後の経皮黄疸計値と血清ビリルビン値の

検討 

556 小児科学講座 奥谷貴弘 新生児慢性肺疾患に対する少量一酸化窒素吸入療法 

975 小児科学講座 熊谷健 
心臓エコーを用いた上大静脈血流等新生児疾患病態関

連因子の検討 

1040 小児科学講座 熊谷健 
新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法登録事

業 

1020 周産期部 熊谷健 周産期医療の質と安全の向上のための研究 

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 

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

－ 

2057 小児科学講座 鈴木啓之 川崎病の新規診断法の確立 

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 

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 

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 

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 

1167 病態栄養治療部 西理宏 
不妊・不育症における甲状腺機能異常および自己免疫

の関与に関する研究 

1490 紀北分院眼科 泉谷愛 
正常結膜と腫瘍結膜における TRP チャネルとムチン発

現についての検討 
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1426 
紀北分院脊椎ケ

アセンター 
川上守 

腰部脊柱管狭窄症に対する運動療法の有効性に関する

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 

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 

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 

2025 
産科・婦人科学講

座 
井箟一彦 

卵巣癌に対する診断および治療バイオマーカーとして

の liquid biopsy の有用性の前向き観察研究 

2026 
産科・婦人科学講

座 
井箟一彦 

子宮頸癌に対する診断および治療バイオマーカーとし

ての liquid biopsy の有用性の前向き観察研究 

2027 
産科・婦人科学講

座 
井箟一彦 

子宮体癌に対する診断および治療バイオマーカーとし

ての liquid biopsy の有用性の前向き観察研究 

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 

 

６．研究終了・中止報告 

７１件の研究についての終了報告があった。 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

1154 小児科学講座 熊谷健 
HTLV-1母子感染予防に関する研究：HTLV-1抗体陽性妊

婦からの出生児コホート研究 

1903 
総合周産期母子

医療センター 
熊谷健 周産期ドクターヘリ搬送に関する後ろ向き観察研究 

1070 小児科学講座 熊谷健 
難治性頚部リンパ管腫に対するプロプラノロール治療

に関する研究 

1155 小児科学講座 熊谷健 

HTLV-１検査で判定保留例となった妊婦における

Westernblot 法再検討ならびに PCR 法による感染の有

無とウィルス量の定量に関する研究 

1205 小児科学講座 神波信次 

日本小児白血病リンパ腫研究グループ（ＪＰＬＳＧ）

における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的疫

学研究 

1791 内科学第一講座 赤水尚史 非β細胞腫瘍性低血糖（NICTH)の病態に関する検討 

1234 内科学第一講座 古田浩人 
糖尿病患者を対象とした血糖降下薬の効果に関する調

査研究 

1909 内科学第一講座 赤水尚史 
分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果

探索のためのコホート研究 

2398 内科学第一講座 石橋達也 
成人 1 型糖尿病患者の血糖コントロールと QoL を調査

する国際共同、横断的観察研究 

1637 
みらい医療推進

学講座 
上條義一郎 

暑熱環境下・持久性運動時における体温・体液調節：

脊髄損傷者と健常者の比較 

459 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
神埜奈美 

脊髄損傷者に対する視診・触診・Ｂモードエコーによ

る褥瘡評価に関する研究 

1291 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

ヒトにおける運動前後での血中 CXCL1 動態に関する研

究 

1174 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
佐々木裕介 

開胸または開腹術を施行される消化器癌患者に対する

術前心肺強化トレーニングの効果 

1228 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

慢性期完全脊髄損傷患者のリハビリテーションと脳機

能再構成および脊髄再生との関連性についての評価 
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1333 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

非侵襲的陽圧換気下のトレーニングが心肺機能および

ＢＤＮＦ・マイオカインへ与える影響 

1567 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

脳卒中患者における早期リハビリテーション実施効果

の検討 

1323 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
佐々木裕介 

慢性期脊髄損傷者に対する B モードエコーによる褥瘡

評価と座圧測定に関する調査 

1611 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
荒川英樹 

統合失調症患者に対する歩行訓練が身体活動量と精神

症状及び認知機能に与える影響についての研究 

1950 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
上條義一郎 神経筋疾患患者の筋活動特性の解明 

1502 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
坂野元彦 

脳卒中後の片麻痺者における下肢装具装着歩行前後の

痙縮の変化に関する研究 

1546 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

脊髄損傷者における寒冷刺激時の循環調節および皮膚

血流変化に関する検証 

1178 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
幸田剣 

野生株由来と生ワクチン由来のポリオ患者における経

年的な運動解析および体組成に関する研究 

1279 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
幸田剣 頚髄損傷者の温水頚下浸水時の循環調節に関する研究 

1356 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

健常高齢者の４２℃頚下浸水前後における唾液中 sIgA

動態に関する研究 

1355 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

健常高齢者の４２℃頚下浸水前後における血中ＩＬ－

６及びＢＤＮＦ動態に関する研究 

1664 
みらい医療推進

学講座 
上條義一郎 

脊髄損傷競技者における国内外大会前の睡眠状態と競

技パフォーマンスの関係について 

1732 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

運動器不安定症を有する患者に対する踏み台昇降テス

トとロコモティブシンドロームの関係に関する検討 

1865 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
上條義一郎 

車いすマラソンレース時の炎症反応とペース戦略への
体温の役割 "The role of core temperature in the 
inflammatory response to and pacing strategies 
during a wheelchair half-marathon" 

1292 
みらい医療推進

学講座 
三井利仁 

真夏日トラック利用宅配業務における体温と循環動

態、および内分泌動態の変化 

1841 
みらい医療推進

センター 
垣田真里 

メディカルレガシーとヘルスレガシーの概念化 The 

conceptualisation of medical and health legacies 

1817 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
荒川英樹 

統合失調症患者に対する運動療法としての歩行訓練の

有効性に関する研究 

1648 
みらい医療推進

学講座 
上條義一郎 

頸随損傷者の安静・運動時における循環・体液調節に

関わる末梢性機能の検討 

1957 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
上條義一郎 

サテライト診療所本町に通院する脳損傷患者の身体障

害者手帳等級と機能的自立度評価法の関係 

2076 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
上條義一郎 

脊髄損傷者における簡易的自律神経機能評価値と持久

力指標による運動時深部体温上昇の予測に関する観察

研究 

558 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
田島文博 

脳血管障害者における障害部と交感神経障害の関係と

局所温熱療法が交感神経活動に与える影響の解明 

436 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
田島文博 

視床障害患者における寒冷昇圧刺激に対する循環応答

に関する研究 

1307 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

表面筋電図パワースペクトル解析を用いた初期パーキ

ンソン病患者の腰背部筋疲労特性に関する研究 

1306 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

表面筋電図パワースペクトル解析を用いた各年代男女

における腰背部筋疲労特性に関する研究 
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1661 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
西村行秀 

特発性側湾症の脊柱起立筋および大腿四頭筋における

筋電図パワースペクトル解析を用いた筋疲労特性に関

する検討 

1189 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
中村健 

急性期脳卒中片麻痺患者における靴型短下肢装具の歩

行に対する即時効果の研究 

1091 
リハビリテーシ

ョン医学講座 
幸田剣 脊髄損傷者の高体温時の循環調節に関する研究 

959 皮膚科学講座 金澤伸雄 
中條一西村症候群に対するトシリズマブの有用性に関

する前向きコホート研究 

1052 皮膚科学講座 三木田直哉 
難治性円形脱毛症に対するステロイドセミパルス療法

の治療効果と副作用の検討 

1521 外科学第一講座 本田賢太朗 
Optical coherence tomography(OCT)を用いた冠動脈バ

イパス手術時の冠動脈吻合部評価 

1156 外科学第一講座 岡村吉隆 
感染性心内膜炎における至適手術時期に関する多施設

共同後ろ向き研究 

1269 外科学第一講座 尾浦正二 

JBCRG-CO5「HER２陰性の手術不能又は再発乳癌患者を

対象としたベバシズマブとパクリタキセルの併用療法

の有用性を検討する観察研究 

1904 外科学第一講座 吉増達也 
胸腔鏡下肺葉切除術の術後遠隔期の呼吸機能評価に関

する後ろ向き観察研究 

809 外科学第一講座 吉増達也 
徐放化 basic-FGF 製剤の胸腔内投与による肺気腫の再

生医療 

1511 内科学第三講座 洪泰浩 
肺癌における血漿ＤＮＡを用いた遺伝子変異検出の探

索研究 

1919 麻酔科学講座 栗山俊之 
全身麻酔導入時におけるフィンガーカフを用いた非侵

襲的循環モニタリングの精度評価 

1606 麻酔科学講座 川股知之 
機能性疼痛障害患者における自発性脳活動ネットワー

クの可塑的変化に関する検討 

1294 外科学第二講座 中村公紀 

高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有す

る胃癌に対する 5-FU/l-LV療法 vs.FLTAX(5-FU/l-LV 

+PTX)療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験(JCOG1108/ 

WJOG7312G) 

1418 外科学第二講座 松田健司 
ICG近赤外光観察を用いた結腸・直腸癌切除後吻合部血

流の評価 

1384 
神経精神医学講

座 
高橋隼 

統合失調症におけるメタボリックシンドロームと認

知・社会機能の関連についての研究 

1315 
神経精神医学講

座 
高橋隼 嗅覚・アセチルコリン系機能に関する調査 

1019 血液内科学講座 村田祥吾 

骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症

（PNH）疑い症例における GPIアンカー膜蛋白欠損血球

の保有率とその意義を明らかにするための観察研究 

1682 血液内科学講座 西川彰則 

初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対する Bendamustine

＋Rituximab 療法終了後の FDG-PET/CT を用いた研究 

-W-JHS NHL01- 

595 
集学的治療・緩和

ケア部 
園木孝志 

FebrileNeutropenia(FN)におけるボリコナゾールの臨

床的有用性 

1752 紀北分院眼科 泉谷愛 
白内障用眼内レンズ「アクリロードシステムＳＰ」の

使用成績調査 

400 紀北分院小児科 飯塚忠史 
医療と教育が連携し、地域小学校を基礎にした行動療

法による肥満治療 

242 紀北分院内科 東本有司 閉塞性肺疾患における血中及び尿中蛋白分解酵素とそ
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の阻害物質の濃度の測定 

1475 紀北分院 杉井二三子 脊椎手術台を使用時の体温の変動 

1046 紀北分院 古川佳子 高血圧患者の生活指導についての検討 

1331 内科学第三講座 山本信之 

高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキ

セル単剤療法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用

後ペメトレキセド維持療法のランダム化比較第Ⅲ相試

験 

2054 内科学第二講座 玉井秀幸 

実臨床における慢性肝疾患患者に伴う血小板減少症に

対するルストロンボパグの治療効果に関する後ろ向き

観察研究 

1092 内科学第二講座 玉井秀幸 

エンテカビル治療中の B 型慢性肝炎に対するペグイン

ターフェロンα2a 上乗せ療法の有効性並びに安全性の

検討 

1579 内科学第二講座 玉井秀幸 

慢性肝疾患における非侵襲的弾性検査法を用いた肝線

維化評価予測に関する研究－Ⅲ Assessment of Liver 

FIBROsis by Real-time Tissue ELASTography in 

Chronic Liver Disease-Ⅲ（FIBROELAST-Ⅲ Study） 

1725 内科学第二講座 玉井秀幸 
C 型肝炎患者を対象とした C 型肝炎の感染経路に関す

る調査研究 

1768 内科学第二講座 玉井秀幸 

超音波エラストグラフィにおける関心領域の深度設定

による剪断波速度測定値への影響に関する後ろ向き観

察研究 

2010 内科学第二講座 玉井秀幸 

Virtual Touch Quantification と Real-time Tissue 

Elastography の肝硬変診断能の比較に関する後ろ向き

観察研究 

1453 内科学第二講座 玉井秀幸 
肝疾患診療における超音波を用いた肝硬度測定法の有

用性について 

 

７．倫理審査申請の審査について 

○新規申請等 １件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

2533 
リハビリテーシ

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 

 

○変更申請 ８件 

申請№ 所属名 申請者名 研究課題名 

1820 薬剤部 土井光則 

経管栄養を要とする重症患者における異なる投与量で

の六君子湯による目標投与カロリー達成率の違いに関

する検討：探索的前向き介入予備試験 

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 

1348 
小児成育医療支

援学講座 
津田祐子 

神経型ゴーシェ病に対するアンブロキソールを用いた

シャペロン療法 

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 

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 
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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 

1755 保健看護学部 水越正人 
循環器疾患発症管理の地域格差に及ぼすヘルスリテラ

シーの評価とその改善に関する研究 

1480 
循環器内科学講

座 
赤阪隆史 

冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期 FFRの診

断に関する研究 DIagnostic Accuracy of diaStolic 

fracTional flow reserve for functiOnal evaLuation 

of coronary stEnosis (DIASTOLE Study) 

 

８．その他連絡事項について 

  委員長より、３月の委員会からペーパーレス会議システムのテスト運用の開始を予定している旨案内があっ

た。 

 

９．次回倫理委員会の開催日について 

  平成３１年３月１５日（金）の臨床研究審査委員会終了後に開催予定であったが、大学行事と重なっている

ため、改めて日程調整をすることになった。 

 


