平成 30 年度第３回医学部倫理委員会
１

開催日時

平成 30 年 6 月 4 日(月)

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

2名

会議記録の概要

15:00～17:19

審議事項
１

人を対象とする医学系研究（4 件）

(1)

受付番号：18-H029
課題名：酸素濃度を変化させた微高気圧環境が自律神経へ与える影響の測定及び解析
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
(2)

受付番号：18-H025
課題名：前立腺癌における Intraductal carcinoma 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：承認
(3)

受付番号：18-H026
課題名：前立腺癌に対する薬物療法の選択と予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究
研究責任者：金尾健人（泌尿器科学講座

講師）

判定結果：修正の上で承認
(4)

受付番号：18-H028
課題名：胃がんリスク推定用 Helicobacter pylori 抗体キット開発と評価のための血清バンク
研究責任者：菊地正悟（公衆衛生学講座

教授）

判定結果：修正の上で承認
２

ヒトゲノム・遺伝子解析研究（3 件）

(1)

受付番号：18-M002
課題名：社会的感情・態度に対する社会環境と遺伝子の相互作用の解明
研究責任者：松永昌宏（衛生学講座

講師）

判定結果：修正の上で承認
(2)

受付番号：18-H020
課題名：腫瘍免疫環境の改善に伴うネオ抗原に対する免疫の活性化に基づくがん免疫治療開発
に向けた基盤的研究
研究責任者：鈴木

進（腫瘍免疫寄附講座

講師）

判定結果：承認
(3)

受付番号：18-H024
課題名：ゲノムワイド解析による進行肺がんの治癒実現に向けた基盤研究
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：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（xx 件）

(1)

受付番号：13-055（変更）
課題名：地域がん登録データ利用による ABC 分類評価のためのデータセットの作成
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：18-M003（変更）
課題名：間葉系幹細胞における最適な凍結保存法の確立
研究責任者：中山享之（中央臨床検査部

教授（特任）
）

判定結果：承認
(3)

受付番号：14-155（変更）
課題名：自費診療によるヘリコバクターピロリ三次除菌治療
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
(4)

受付番号：15-054（変更）
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：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
(5)

受付番号：16-H047（変更）
課題名：肩関節疾患患者におけるエコーを用いた頚椎神経根の形態学的特徴の検討
研究責任者：村松由崇（整形外科

医員助教）

判定結果：承認
(6)

受付番号：13-072（変更）
課題名：大腸癌に対する oxaliplatin 併用の術後補助化学療法終了後 6 か月以降再発例を対象
とした oxaliplatin based regimen の有効性を検討する第Ⅱ相臨床試験（INSPIRE
study）

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
(7)

受付番号：14-103（変更）
課題名：運動器慢性痛の自律神経系動態に関する研究
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：15-039（変更）
課題名：日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業ならびに効果検証
研究責任者：武山直志（救命救急科

教授）

判定結果：承認
(9)

受付番号：15-103（変更）
課題名：糖尿病多発神経障害の診断および病期分類基準の確立に向けた定量的末梢神経検査の
探索的検討
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：承認
(10) 受付番号：15-H072（変更）
課題名：腎移植後の長期成績を目指した免疫抑制療法の適正化に関する研究（多施設共同）
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
(11) 受付番号：16-H132（変更）
課題名：成長ホルモン製剤による治療におけるＱＯＬ比較研究（GT-QOL）
研究責任者：岩山秀之（小児科

助教）

判定結果：承認
(12) 受付番号：16-H162（変更）
課題名：JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入
に関するランダム化比較第Ⅲ相試験
研究責任者：花村一朗（血液内科

教授（特任）
）

判定結果：承認
(13) 受付番号：16-H163（変更）
課題名：ロボット介護機器の中期的・長期的な人への効果と影響する要素の調査，およびこれ
に基づく実証試験方法の開発
研究責任者：木村伸也（リハビリテーション科
判定結果：承認

教授（特任））

(14) 受付番号：16-M031
課題名：仮想現実世界（Virtual reality）経験時における痛覚と心拍変動の関連性の検証
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
(15) 受付番号：17-H214
課題名：前眼部 OCT angiography を用いた虹彩新生血管の観察
研究責任者：瓶井資弘（眼科学講座

教授）

判定結果：承認
(16) 受付番号：17-H219
課題名：敗血症患者における鉱質コルチコイド投与に関する検討
研究責任者：藤田義人（麻酔科学講座

教授（特任）
）

判定結果：承認
(17) 受付番号：17-H220
課題名：胃癌新ガイドラインの検証
研究責任者：海老正秀（消化管内科

講師）

判定結果：承認
(18) 受付番号：18-H001
課題名：マイコプラズマ感染症の診断・治療法の現況に関する研究
研究責任者：堀

壽成（小児科学講座

准教授）

判定結果：承認
(19) 受付番号：18-H002
課題名：種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作に関する研究
研究責任者：西原真理（学際的痛みセンター

教授（特任）
）

判定結果：承認
(20) 受付番号：18-H005
課題名：当院における感染性心内膜炎症例の臨床的・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
(21) 受付番号：18-H007
課題名：妊娠高血圧症候群における 24 時間自由行動下血圧測定（ABPM）による血圧の日内変動
に関する研究
研究責任者：鈴木佳克（周産期母子医療センター

准教授）

判定結果：承認
(22) 受付番号：18-H008
課題名：リキッドバイオプシーを用いた肺がん分子標的薬耐性機序の解析

Analysis of the

mechanisms of acquired resistance to molecular-targeted therapy in lung cancer
using liquid biopsy of circulating nucleotide acids and circulating tumor cells
研究責任者：加藤俊夫（呼吸器・アレルギー内科

助教）

判定結果：承認
(23) 受付番号：18-H013
課題名：頭蓋内病変が原因で生じた両眼性視野障害の視覚関連クオリティオブライフ（QOL）と
視野との関連をみる前向き研究
研究責任者：藤田京子（眼科

講師）

判定結果：承認
(24) 受付番号：18-H015
課題名：細菌迅速同定用前処理キット「rapid BACpro Ⅱ」を用いた真菌における性能試験
研究責任者：三鴨廣繁（感染症科
判定結果：承認

教授）

