
平成 29 年度第 9 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 12 月 4 日(月) 15:00～16:55 

２ 開催場所   第 2 会議室 (本館 4 階) 

３ 出 席 者   13 名 

４ 欠 席 者   1 名 

５ 陪 席 者   3 名 

 

審議事項 

１ 人を対象とする医学系研究（8 件） 

(1) 受付番号：17-M014 

課題名：LED 光照射における睡眠中のメラトニン濃度の変動 

研究責任者：岩瀬 敏（生理学講座 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：17-H111 

課題名：ヒトメタニューモウイルス抗原検出試薬に関する性能評価 

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 

 

(3) 受付番号：17-H121 

課題名：サプリメント「グネチン C レスベラトロール」による NK 細胞機能と抗酸化機能増強効

果の検証 

研究責任者：高見昭良（内科学講座（血液内科） 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(4) 受付番号：17-H126 

課題名：髄膜炎/脳炎における原因病原微生物を対象とした迅速多項目 PCR 検査の臨床的有用性

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：17-H130 

課題名：一時的人工肛門閉鎖部に局所陰圧閉鎖療法を使用し術後腹壁瘢痕ヘルニア発症割合の

減少効果を探索するランダム化Ⅱ相試験 

研究責任者：石黒成治（外科学講座（消化器外科） 講師） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(6) 受付番号：17-H134 

課題名：過活動膀胱を伴ったα1 遮断薬に抵抗性の前立腺肥大症に対するタダラフィルとミラ



ベグロンの比較臨床試験 

研究責任者：梶川圭史（泌尿器科 助教） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(7) 受付番号：17-H113 

課題名：眼瞼下垂手術後の屈折変化 

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：修正の上で承認 

 

(8) 受付番号：17-H128 

課題名：消化管粘膜下腫瘍に対する EUS-FNB 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：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：15-106（変更） 

課題名：HeartFlow ADVANCE レジストリー：冠動脈治療における非侵襲的な FFRCT による診断

価値の評価（Assessing Diagnostic Value of Non-invasive FFRCT in Coronary CarE） 

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 

 

(2) 受付番号：15-H097（変更） 

課題名：出血性消化性潰瘍の治療におけるプロトンポンプ阻害薬対ボノプラザンの治療効果の

無作為化前向き比較試験 

研究責任者：海老正秀（消化管内科 講師） 

判定結果：承認 

 

(3) 受付番号：16-H183（変更） 

課題名：エフピー®OD 錠 2.5（セレギリン塩酸塩）使用成績調査（レボドパ非併用新規症例） 

研究責任者：道勇 学（内科学講座（神経内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(4) 受付番号：16-H184（変更） 

課題名：エフピー®OD 錠 2.5（セレギリン塩酸塩）使用成績調査（3 錠又は 4錠服用症例） 

研究責任者：道勇 学（内科学講座（神経内科） 教授） 

判定結果：承認 

 

(5) 受付番号：17-H006（変更） 



課題名：日本におけるアルツハイマー型認知症の経済的及び社会的負担に関する 18 カ月間の観

察研究（GERAS-J) 

研究責任者：深津孝英（精神神経科 講師） 

判定結果：承認 

 

(6) 受付番号：17-H023（変更） 

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 

 

(7) 受付番号：17-H027（変更） 

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：承認 

 

(8) 受付番号：17-H062（変更） 

課題名：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) 

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 

 

(9) 受付番号：17-H094 

課題名：各種病原体に対する免疫細胞のプレセプシン産生性についての解析 

研究責任者：小泉祐介（感染症科 准教授） 

判定結果：承認 

 

(10) 受付番号：17-H099 

課題名：心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前

向き観察研究 

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 

 

(11) 受付番号：17-H102 

課題名：アムホテリシン Bリポソーム製剤（L-AMB）使用症例を対象とした有害事象（腎機能障

害）の後方視的調査 

研究責任者：三鴨廣繁（感染症科 教授） 

判定結果：承認 

 



(12) 受付番号：17-H107 

課題名：びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫における JAK-STAT 経路活性化の意義びまん性大細

胞型 B細胞性リンパ腫における JAK-STAT 経路活性化の意義 

研究責任者：佐藤 啓（病理診断科 助教） 

判定結果：承認 

 

(13) 受付番号：17-H112 

課題名：甲状腺眼症における下直筋後転術後の水平方向の斜視角の変化 

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 

 

(14) 受付番号：17-H114 

課題名：肺悪性腫瘍手術および膝関節置換術後の遷延性術後痛前向き調査 

研究責任者：藤原祥裕（麻酔科学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：17-H115 

課題名：無汗性外胚葉形成不全症の疫学調査 

研究責任者：大嶋雄一郎（皮膚科学講座 准教授） 

判定結果：承認 

 

(16) 受付番号：17-H116 

課題名：涙囊に発生した悪性リンパ腫の臨床的特徴に関する検討 

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 

 

(17) 受付番号：17-H117 

課題名：子宮がん患者リンパ球を用いた HPV-E7 抗原に反応するヒト型抗体の作製と治療への応

用に関する検討 

研究責任者：吉川和宏（研究創出支援センター 特務教授） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：17-H118 

課題名：関節リウマチ、変形性関節症患者血清中蛋白・ペプチドの網羅的プロファイリングに

よる病態関連分子の検索 

研究責任者：吉川和宏（研究創出支援センター 特務教授） 

判定結果：承認 

 

(19) 受付番号：17-H119 

課題名：当院におけるせん妄の発症状況に関する研究 



研究責任者：篠邉龍二郎（睡眠科 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(20) 受付番号：17-H123 

課題名：JCOG0603：大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/l-ロイコボリンと

オキサリプラチン併用補助化学療法（ｍFOLFOX(フォルフォックス)6）vs.手術単独に

よるランダム化Ⅱ/Ⅲ相試験 

研究責任者：石黒成治（外科学講座（消化器外科） 講師） 

判定結果：承認 

 

(21) 受付番号：17-H124 

課題名：JCOG01410A：直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関する観察研究 

研究責任者：石黒成治（外科学講座（消化器外科） 講師） 

判定結果：承認 

 

(22) 受付番号：17-H125 

課題名：自己免疫性膵炎と膵癌の鑑別診断に関する後ろ向き研究 

研究責任者：石口恒男（放射線医学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

２ ヒトゲノム・遺伝子解析研究（1 件） 

(1) 受付番号：12-169（変更） 

課題名：難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 

研究責任者：植田広海（耳鼻咽喉科学講座 教授） 

判定結果：承認 

 

 


