
平成 29 年度第 4回医学部倫理委員会 会議記録の概要 

 

１ 開催日時   平成 29 年 7月 3 日(月) 15:01～17:21 

２ 開催場所   第 2会議室 (本館 4階) 

３ 出 席 者   11 名 

４ 欠 席 者   3 名 

５ 陪 席 者   3 名 

 

審議事項 

１ 人を対象とする医学系研究（7 件） 

 

(1) 受付番号：17-M003 

課題名：脳卒中後上肢麻痺に対する経頭蓋時期刺激の有効性について 

研究責任者：安藤弘道（各務原リハビリテーション病院 部長） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(2) 受付番号：17-H021 

課題名：慢性痛患者の診療情報のデータベース構築に関する研究 

研究責任者：青野修一（疼痛データマネジメント寄附講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：17-H024 

課題名：血流感染マネジメントバンドルを活用した血流感染対策に関する実態調査 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：17-H027 

課題名：人工知能を用いた疼痛診療支援システムの開発 

研究責任者：牛田享宏（学際的痛みセンター 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(5) 受付番号：17-H029 

課題名：ST 合剤の Pharmacokinetics（薬物動態）ついての研究 

研究責任者：小泉祐介（感染症科 准教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(6) 受付番号：17-H030 

課題名：ラムシルマブによる高血圧および蛋白尿のリスク因子の検索 

研究責任者：斎藤寛子（薬剤部 部長） 

判定結果：修正の上で承認 



 

(7) 受付番号：17-H031 

課題名：頭部・前額部多汗症における A型ボツリヌス毒素局注の有効性について 

研究責任者：大嶋雄一郎（皮膚科学講座 准教授） 

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（21 件） 

(1) 受付番号：10-34（変更） 

課題名：睡眠時無呼吸症候群患者における居眠り運転事故調査および CPAP 治療効果 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：10-39（変更） 

課題名：我が国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データベー

ス構築に関する研究 

研究責任者：伊藤恭彦（内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：11-075（変更） 

課題名：非侵襲胸腔内圧センサの研究 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：11-130（変更） 

課題名：REM 睡眠行動障害患者における嗅覚障害の検討 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(5) 受付番号：12-047（変更） 

課題名：肝胆膵疾患患者における線維化と発癌に対する新規糖鎖マーカーに関する研究 

研究責任者：伊藤清顕（内科学講座（肝胆膵内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(6) 受付番号：12-067（変更） 

課題名：難治性疼痛及び慢性疼痛に対する学際的治療の多面的評価 

研究責任者：牛田享宏（学際的痛みセンター 教授） 

判定結果：承認 



 

(7) 受付番号：14-159（変更） 

課題名：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） 

研究責任者：高島浩明（内科学講座（循環器内科） 准教授） 

判定結果：承認 

 

(8) 受付番号：14-181（変更） 

課題名：悪性腫瘍および炎症性疾患病変組織内における制御性 T 細胞の免疫反応への影響の解

析 

研究責任者：鈴木 進（研究創出支援センター 准教授） 

判定結果：承認 

 

(9) 受付番号：15-011（変更） 

課題名：PSG との同時記録における携帯型装置 Sleeptester LS-330G による睡眠時無呼吸の検

出精度評価 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(10) 受付番号：15-H113（変更） 

課題名：終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）における異常脳波と居眠り運転事故との関連 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(11) 受付番号：16-H115（変更） 

課題名：成人ループス腎炎の予後に関する観察研究（コホート研究） 

研究責任者：伊藤恭彦（内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(12) 受付番号：17-M001 

課題名：Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) により計測した腰椎・大腿骨骨密度と運動

機能との関連 

研究責任者：池本竜則（運動療育センター 講師） 

判定結果：承認 

 

(13) 受付番号：17-H016 

課題名：α s1-カゼインのアレルゲン活性に対する免疫学的機序による制御に関する研究 

研究責任者：武藤太一朗（小児科 講師） 

判定結果：承認 



 

(14) 受付番号：17-H018 

課題名：梅毒病態の研究 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：17-H019 

課題名：子宮体部腫瘍の核形態解析による細胞診診断精度の向上のための研究 

研究責任者：都築豊徳（病理診断科 教授） 

判定結果：承認 

 

(16) 受付番号：17-H020 

課題名：Real time Virtual Sonography(RVS)を用いた術前マーキングと断端陽性率減少との相

関について 

研究責任者：中野正吾（外科学講座（乳腺・内分泌外科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(17) 受付番号：17-H022 

課題名：慢性痛患者を対象としたグループプログラム終了 6 か月後の，痛みの強さ，精神・心

理機能，身体機能の傾向について 

研究責任者：池本竜則（運動療育センター 講師） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：17-H023 

課題名：大腸癌腫瘍性病変における腫瘍免疫逃避に関連するタンパク質の発現、および予後へ

の影響 

研究責任者：稲熊真悟（病理学講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(19) 受付番号：17-H025 

課題名：レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反応強度が血縁者間HLA不適合移植，

および，非血縁者間臍帯血移植の生着に与える影響 

研究責任者：後藤峰明（血液内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(20) 受付番号：17-H028 

課題名：眼窩脂肪嵌頓を伴う閉鎖型眼窩骨折における動眼神経下斜筋枝嵌頓症例の検討 

研究責任者：高橋靖弘（眼形成・眼窩・涙道外科 准教授） 

判定結果：承認 

 



(21) 受付番号：17-H032 

課題名：糖尿病患者の皮膚掻痒症およびその他の掻痒性皮膚疾患における Advanced Glycation 

End Products の役割 

研究責任者：高間寛之（皮膚科 講師） 

判定結果：承認 

 

２ ヒトゲノム・遺伝子解析研究（4 件） 

(1) 受付番号：09-35（変更） 

課題名：膵がん・胆道がんのリスク要因としての遺伝子多型と生活習慣との交互作用解明のた

めの症例対照研究 

研究責任者：菊地正悟（公衆衛生学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：12-152（変更） 

課題名：平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（がん関係研究分野研究事業）申請課題名：固

形がんに対する抗 CCR4 抗体療法第 Ia/Ib 相医師主導治験 治験計画書名：進行又は再

発固形がん患者に対する Mogamulizumab の第 Ia/Ib 相多施設共同医師主導治験 

研究責任者：上田龍三（腫瘍免疫寄附講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：13-140（変更） 

課題名：抗基底膜抗体関連腎炎の HLA タイピング 

研究責任者：吉野雅文（腎臓・リウマチ膠原病内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：15-017（変更） 

課題名：神経疾患ブレインリソースセンターの構築および神経疾患の病理学的，遺伝子学的研

究 

研究責任者：吉田眞理（加齢医科学研究所 教授） 

判定結果：承認 

 

３ 重大な新たな安全性に関する情報の入手による報告に係る継続審査（1 件） 

(1) 受付番号：17H-D01（14-182） 

課題名：KRAS 遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に対する

一次治療における mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を 6 サイクル施行後の mFOLFOX6+

パニツムマブ併用療法と 5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無作為化比較試験 

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 

 


