
平成 29 年度第 8 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 11 月 6 日(月) 15:00～17:09 

２ 開催場所   701 会議室（大学本館 7 階） 

３ 出 席 者   12 名 

４ 欠 席 者   2 名 

５ 陪 席 者   3 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：17-H084 

課題名：高濃度リドカインを用いた疼痛管理の検討 

研究責任者：牛田享宏（学際的痛みセンター 教授） 

判定結果：再審査 

 

(2) 受付番号：17-H100 

課題名：成熟 T 細胞リンパ腫における組織型、遺伝子型、表現型の相関に関する臨床病理学的

研究 

研究責任者：都築豊徳（病理診断科 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(3) 受付番号：17-H101 

課題名：高悪性度 B 細胞リンパ腫の臨床病理学的検討 

研究責任者：都築豊徳（病理診断科 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(4) 受付番号：17-H105 

課題名：二相性脳症（AESD）の早期診断バイオマーカーの探索 

研究責任者：奥村彰久（小児科学講座 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(5) 受付番号：17-H109 

課題名：早産児の慢性ビリルビン脳症の実態調査 

研究責任者：奥村彰久（小児科学講座 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(6) 受付番号：17-H110 

課題名：てんかんの臨床経過についての包括的解析 

研究責任者：倉橋宏和（小児科学講座 講師） 

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（22 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：10-80（変更） 

課題名：閉経後女性の内中膜複合体厚(intima-media thickness:IMT)に対するイコサペント酸

エチル（エパデール®）の作用 

研究責任者：脇田嘉登（総合診療科 講師） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：13-017（変更） 

課題名：限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 

研究責任者：金尾健人（泌尿器科学講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：16-M017（変更） 

課題名：愛知県における小児死因究明制度の導入に関する後方視的調査 

研究責任者：妹尾 洋（法医学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(5) 受付番号：17-H030（変更） 

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：承認 

 

(6) 受付番号：17-H059（変更） 

課題名：網膜外層変性症に対する経角膜電気刺激を用いた残存網膜内層機能の評価 

研究責任者：瓶井資弘（眼科学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(7) 受付番号：17-M011 

課題名：腹膜透析患者における，腹膜炎発生と腹膜炎予後に関わる因子，残腎機能への影響に

関する研究 Analysis of factors related to occurrence of peritonitis and the 



prognosis and for residual renal function in patients on peritoneal dialysis 

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 

 

(8) 受付番号：17-H073 

課題名：CMV における全自動遺伝子検査システムの機能評価 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：承認 

 

(9) 受付番号：17-H075 

課題名：小児異物誤飲対応スコアリングシステムの有効性について 

研究責任者：宮本亮佑（小児科 助教） 

判定結果：承認 

 

(10) 受付番号：17-H077 

課題名：てんかん患者における攻撃性と抗うつ薬の効果 

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：17-H078 

課題名：腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術における術中体温と術後せん妄の関連の検証 

研究責任者：橋本 篤（麻酔科学講座 助教） 

判定結果：承認 

 

(12) 受付番号：17-H086 

課題名：当院 ICU における早期リハビリテーションの現状把握 

研究責任者：山極真希子（看護部（GICU） 看護師長） 

判定結果：承認 

 

(13) 受付番号：17-H087 

課題名：女性ホルモンと肺腺癌の浸潤性に関する研究 

研究責任者：矢野智紀（外科学講座（呼吸器外科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(14) 受付番号：17-H088 

課題名：Heads-Up Surgery の手術観察システムとしての評価 

研究責任者：白木幸彦（眼科学講座 助教） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：17-H090 



課題名：末梢動脈疾患患者の下肢血行再建術後の再入院と身体活動強度の関係 

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 

 

(16) 受付番号：17-H091 

課題名：ALK 陽性肺癌に関するレトロスペクティブ研究‐ALK 陽性肺癌に対するクリゾチニブ後

にアレクチニブを投与する治療シークエンスの臨床効果の多施設共同後ろ向き研究‐

（WJOG9516L） 

研究責任者：久保昭仁（内科学講座（呼吸器・アレルギー内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(17) 受付番号：17-H092 

課題名：挙筋前転法における「ホワイトライン」を基準とした前転量定量 

研究責任者：北口善之（眼形成・眼窩・涙道外科 助教） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：17-H093 

課題名：サリドマイド、レナリドマイド、ポマリドマイドの処方患者に対するアンケート調査

（元研究「患者に対してセンシティブな内容（性交渉や避妊等）を説明する医療従事

者向け教育プログラムの策定に関する研究」）（当センター倫理委員会 整理番号 658）

のためのデータ収集） 

研究責任者：花村一朗（血液内科 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(19) 受付番号：17-H095 

課題名：HER2 陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証する第Ⅲ相臨

床研究 

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 

 

(20) 受付番号：17-H096 

課題名：経皮的冠動脈形成術(PCI)でのステントガイダンスにおける光干渉断層法(OCT)と冠動

脈造影法の比較研究（COCOA 研究） 

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 

 

(21) 受付番号：17-H097 

課題名：甲状腺眼症に対する放射線治療成績に関する検討 

研究責任者：伊藤 誠（放射線科 助教） 

判定結果：承認 



 

(22) 受付番号：17-H106 

課題名：当院における肺炎症例の臨床的・細菌学的検討 

研究責任者：浅井信博（感染症科 助教） 

判定結果：承認 

 

２ ヒトゲノム・遺伝子解析研究（2 件） 

(1) 受付番号：16-H175（ヒトゲノム・遺伝子解析研究）（変更） 

課題名：膝蓋骨無形成家系における原因遺伝子の同定 

研究責任者：高木潤子（内科学講座（内分泌・代謝内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：17-H098 

課題名：非特異性多発性小腸潰瘍症に関する遺伝子変異の検索 

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 

 

３ 症例報告（2 件） 

(1) 受付番号：17-H103 

課題名：Spontaneous adrenocorticotropin(ACTH)normalisation due to tumour regression 

induced by metyrapone in a patient with ectopic ACTH syndrome:Case report and 

literature review 

研究責任者：岩山秀之（小児科学講座 講師） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：17-H104 

課題名：Closure of the cystic duct orifice in laparoscopic subtotal cholecystectomy for 

severe cholecystitis 

研究責任者：松村卓樹（消化器外科 助教） 

判定結果：承認 

 

 


