
平成 27 年度第 2 回病院倫理委員会 会議記録の概要 

 

１ 開催日時   平成 27 年 10 月 5 日(月) 15:24～17:25 

２ 開催場所   第 2 会議室 (本館 4 階) 

３ 出 席 者   14 名 

４ 陪 席 者   1 名 

 

審議事項 

１ 人を対象とする医学系研究（3 件） 

(1) 受付番号：15-065 

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開発 

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：修正の上で承認 

 

(2) 受付番号：15-092 

課題名：健常人血液，尿検体を用いた基礎研究 

研究責任者：小林孝彰（外科学講座（腎移植外科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：15-095 

課題名：リラグルチドによる糖尿病多発神経障害の改善・進展抑制に関する検討 

研究責任者：中村二郎（内科学講座(糖尿病内科) 教授） 

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（27 件） 

(1) 受付番号：11-086（変更） 

課題名：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 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：12-039（変更） 

課題名：JALSG 参加施設に新たに発生する全 AML，全 MDS，全 CMML 症例を対象とした 5 年生存

率に関する観察研究（前向き臨床観察研究） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 



(3) 受付番号：12-040（変更） 

課題名：研究参加施設に新たに発生する全ての成人 ALL 症例を対象とした 5 年生存率に関する

前向き臨床観察研究 －JALSG ALL Clinical Observation Study 12(JALSG-ALL-CS-12)

－ 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：12-072（変更） 

課題名：胸腰椎固定患者に対する術中バンコマイシン創部塗布とアンピシリン創部塗布の重症

術後創部感染予防の比較検討 

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 

 

(5) 受付番号：13-081（変更） 

課題名：成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相

臨床試験（JALSG T-ALL213-0） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(6) 受付番号：13-084（変更） 

課題名：成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性急性リンパ性白血病に対する多

剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph(-) B-ALL213） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(7) 受付番号：13-085（変更） 

課題名：成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG 

Burkitt-ALL213） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(8) 受付番号：13-094（変更） 

課題名：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

臨床試験実施計画書 JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U ALL-T11 Ver3.1 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(9) 受付番号：14-021（変更） 

課題名：初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併

用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213） 



研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(10) 受付番号：14-060（変更） 

課題名：急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸，GO を用いた寛解後治療第Ⅱ相臨床試験（JALSG 

APL212） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(11) 受付番号：14-061（変更） 

課題名：初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的

完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験 A prospective 

randomized study to compare the cumulative achievement of complete molecular 

response for adult de novo chronic myeloid leukemia in chronic phase between 

nilotinib and dasatinib -JALSG CML212 Study- 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(12) 受付番号：14-062（変更） 

課題名：65 歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する ATO による地固め療法 第Ⅱ相臨床試験

（JALSG APL212G） 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(13) 受付番号：15-042 

課題名：腸内環境が炎症性腸疾患の臨床経過に及ぼす影響に関する研究 

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 

 

(14) 受付番号：15-054 

課題名：ヘリコバクター・ピロリ除菌治療に影響する要因の検討 

研究責任者：野田久嗣（消化管内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：15-064 

課題名：便形状と結腸通過時間の相関性に下剤内服が及ぼす影響 

研究責任者：春日井邦夫（内科学講座（消化管内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(16) 受付番号：15-068 



課題名：重症外傷の疫学的研究 

研究責任者：三木靖雄（救命救急科 教授(特任)） 

判定結果：承認 

 

(17) 受付番号：15-070 

課題名：急性肺損傷（ALI）/急性呼吸促迫症候群（ARDS）の疫学的研究 

研究責任者：三木靖雄（救命救急科 教授(特任)） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：15-077 

課題名：IgG4 陽性細胞の浸潤を伴ったサルコイドーシスの症例に関する検討 

研究責任者：高橋靖弘（眼科 講師） 

判定結果：承認 

 

(29) 受付番号：15-078 

課題名：外傷性眼窩コンパートメント症候群に対し眼窩減圧術を施行した症例に関する検討 

研究責任者：高橋靖弘（眼科 講師） 

判定結果：承認 

 

(20) 受付番号：15-080 

課題名：アナフィラキシー治療症例の多施設集積研究 

研究責任者：縣 裕篤（小児科学講座 教授(特任)） 

判定結果：承認 

 

(21) 受付番号：15-081 

課題名：肝臓外科手術における腹腔ドレーン非留置の安全性に関する無作為化比較臨床試験（多

施設共同研究） The safety of liver surgery with No-Drain policy : a multicenter 

randomized controlled trial ND-RCT 

研究責任者：佐野 力（外科学講座（消化器外科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(22) 受付番号：15-084 

課題名：非特異性多発性小腸潰瘍症の内視鏡像検討とアトラス作成の試み 

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 

 

(23) 受付番号：15-085 

課題名：前立腺 IMRT における超音波装置を用いた膀胱容積測定の有用性 

研究責任者：大島幸彦（放射線科 助教） 

判定結果：承認 



 

(24) 受付番号：15-086 

課題名：膵全摘患者に対する前向き実態調査 

研究責任者：佐野 力（外科学講座（消化器外科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(25) 受付番号：15-088 

課題名：甲状腺機能異常を有する非甲状腺眼症患者と甲状腺眼症患者におけるドライアイ重症

度の比較 

研究責任者：講師（高橋靖弘 眼科） 

判定結果：承認 

 

(26) 受付番号：15-089 

課題名：当院におけるびまん性特発性骨増殖症の疫学調査 

研究責任者：平澤敦彦（整形外科学講座 助教） 

判定結果：承認 

 

(27) 受付番号：15-090 

課題名：高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施設共同前向き調

査研究 

研究責任者：沼波宏樹（外科学講座（呼吸器外科） 教授(特任)） 

判定結果：承認 

 


