
平成 27 年度第 6 回病院倫理委員会 会議記録の概要 

 

１ 開催日時   平成 28 年 1 月 4 日(月) 15:51～17:26 

２ 開催場所   第 2 会議室 (本館 4 階) 

３ 出 席 者   13 名 

４ 欠 席 者   2 名 

５ 陪 席 者   1 名 

 

審議事項 

１ 人を対象とする医学系研究（6 件） 

(1) 受付番号：15-H038 

課題名：頸椎症性神経根症の体表超音波による診断方法の確立 

研究責任者：竹内幹伸（脳神経外科学講座 講師） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(2) 受付番号：15-H042 

課題名：頸椎手術後の第五頸神経麻痺は体表超音波で予測できるか？ 

研究責任者：竹内幹伸（脳神経外科学講座 講師） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(3) 受付番号：15-H043 

課題名：呼吸器症関連微生物研究用遺伝子検査試薬に関する研究 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(4) 受付番号：15-H044 

課題名：性感染症関連微生物研究用遺伝子検査試薬に関する研究 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(5) 受付番号：15-H045 

課題名：多発性脳転移に対する定位放射線治療における Automatic Brain Metastasis 

Planninng（ABMP)エレメントの有用性：従来の個々の病変ごとのマルチアーク・リ

ニアック治療、ガンマナイフ治療との比較 

研究責任者：森 美雅（放射線医学講座 教授(特任)） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(6) 受付番号：15-H046 

課題名：良性頭蓋底腫瘍に対するトゥルービーム定位放射線治療の比較：FFF（flattening-filter 

free) FB(flattened beam)、VMAT（ volmetric modulated arc radiotherapy)と



MB-IMRT(multi-beam intensity modulated radiation therapy) 

研究責任者：森 美雅（放射線医学講座 教授(特任)） 

判定結果：修正の上で承認 

 

 

報告事項 

○迅速審査の結果 

１ 人を対象とする医学系研究（21 件） 

(1) 受付番号：12-133（変更） 

課題名：自己免疫性肺胞蛋白症の遺伝素因に関する研究 

研究責任者：山口悦郎（内科学講座（呼吸器・アレルギー内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：13-119（変更） 

課題名：慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果の検討 Randomized 

trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy - 

Statin and Eicosapentaenoic Acid(RESPECT-EPA) 

研究責任者：天野哲也（内科学講座（循環器内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：15-065（変更） 

課題名：3 次元電子マット式見守りシステム（Neos+Care）と Go-care システムおよびこれを

用いたケアシステムの有用性の研究 

研究責任者：木村伸也（リハビリテーション科 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：14-120 

課題名：眼瞼下垂患者におけるフェニレフリン検査後と術中エピネフリン含有キシロカイン注

射後の上眼瞼の位置の比較 

研究責任者：高橋靖弘（眼科 講師） 

判定結果：承認 

 

(5) 受付番号：15-102 

課題名：白血球除去療法（LCAP）を施行した潰瘍性大腸炎患者の予後およびその因子に関する

多施設共同レトロスペクティブ観察研究 

研究責任者：佐々木誠人（内科学講座（消化管内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(6) 受付番号：15-H004 

課題名：新たに発見された血漿 FDP・D ダイマー測定試薬の基礎的検討 



研究責任者：後藤峰弘（中央臨床検査部 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(7) 受付番号：15-H005 

課題名：BMI が腰椎正側 BMD 値に及ぼす影響 

研究責任者：竹内幹伸（脳神経外科学講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(8) 受付番号：15-H008 

課題名：日本人における脊椎解剖異常の variation と頻度 

研究責任者：若尾典充（脊椎脊髄センター 講師） 

判定結果：承認 

 

(9) 受付番号：15-H012 

課題名：閉塞性睡眠時無呼吸を有するうつ病患者の特徴 

研究責任者：堀 礼子（衛生学講座 准教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(10) 受付番号：15-H014 

課題名：てんかん患者における被害妄想に伴う感情を測定する尺度（EPDS）の測量心理学的妥

当性の検討 

研究責任者：兼本浩祐（精神科学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(11) 受付番号：15-H019 

課題名：リンパ脈管筋腫症に対する低用量シロリムス投与による治療効果と安全性に関する研

究 

研究責任者：横江徳仁（呼吸器・アレルギー内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(12) 受付番号：15-H021 

課題名：十二指腸ステント留置例に対する内視鏡的胆道ドレナージの検討 

研究責任者：井上匡央（肝胆膵内科 医員助教） 

判定結果：承認 

 

(13) 受付番号：15-H022 

課題名：治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバ

シズマブ療法後の XELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法と XELOX/FOLFOX+ベバシズマ

ブ併用療法の多施設共同化ランダム化第Ⅲ相臨床試験 

研究責任者：三嶋秀行（臨床腫瘍センター 教授） 



判定結果：承認 

 

(14) 受付番号：15-H025 

課題名：非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する糸付 6mm 径 fully covered self-expandable 

metallic stent の有用性の検討 

研究責任者：井上匡央（肝胆膵内科 医員助教） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：15-H028 

課題名：頭頚部 IMRT における患者固定精度の検討 

研究責任者：森 美雅（放射線医学講座 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(16) 受付番号：15-H029 

課題名：全身性無汗症の QOL 調査と健康状態の評価（共同研究） 

研究責任者：大嶋雄一郎（皮膚科学講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(17) 受付番号：15-H032 

課題名：腎移植後におけるステロイド性骨粗鬆症予防に対する骨粗鬆症治療薬（デノスマブ）

の安全性と有効性 

研究責任者：野畑宏信（腎臓・リウマチ膠原病内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：15-H034 

課題名：非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）での肝関連複合イベント発症率の前向き観察研

究 

研究責任者：米田政志（内科学講座（肝胆膵内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(19) 受付番号：15-H036 

課題名：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 

研究責任者：米田政志（内科学講座（肝胆膵内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(20) 受付番号：15-H037 

課題名：クローン病術後吻合部潰瘍に関する後方視的多施設研究 

研究責任者：佐々木誠人（内科学講座（消化管内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 



(21) 受付番号：15-H041 

課題名：アレルギー性輸血副作用の疫学的解析と免疫学的機序の解明 

研究責任者：加藤栄史（輸血部 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

２ 治療（5 件） 

(1) 受付番号：15-H020 

課題名：結膜扁平上皮癌に対する 5-FU 点眼治療 

研究責任者：高橋靖弘（眼科 講師） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：15-H031 

課題名：膀胱小細胞癌に対するカルボプラチン，エトポシド療法（CE 療法） 

研究責任者：西川源也（泌尿器科 助教） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：15-H033 

課題名：インターフェロンγ抗体陽性 播種性非結核性抗酸菌(NTM)症患者に対するリツキシマ

ブ療法 

研究責任者：小泉祐介（感染症科 講師） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：15-H039 

課題名：小児間質性肺炎に対するヒドロキシクロロキン（プラケニル®）の投与 

研究責任者：倉橋宏和（小児科 助教） 

判定結果：承認 

 

(5) 受付番号：15-H048 

課題名：眼瞼脂腺癌に対する TS-1®内服治療 

研究責任者：高橋靖弘（眼科 講師） 

判定結果：承認 

 

 


