
令和元年度第 2 回医学部倫理委員会 会議記録の概要 

 

１ 開催日時   令和元年 5 月 13 日(月) 15:30～16:55 

２ 開催場所   第 2 会議室 (本館 4 階) 

３ 出 席 者   12 名 

４ 欠 席 者   3 名 

５ 陪 席 者   2 名 

 

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-H169 

課題名：痛みセンター整備の政策評価と経営評価のための慢性疼痛の患者対象調査 

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-H170 

課題名：ポリミキシン B 固定化カラムによる直接血液潅流法の好中球細胞外捕捉に及ぼす影響 

研究責任者：武山直志（救命救急科 教授） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(3) 受付番号：18-H175 

課題名：咽頭・喉頭における性感染症（HPV）の疫学 

研究責任者：山岸由佳（感染症科 教授(特任)） 

判定結果：修正の上で承認 

 

(4) 受付番号：18-M029 

課題名：2本式レーザードップラー血流計を用いた末梢組織血流量の測定 

研究責任者：藤原敦史（解剖学講座 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（26 件） 

(1) 受付番号：16-M022（変更） 

課題名：短期環境変化曝露によって生じる慢性痛患者の感覚変化と自律神経反応に関する研究 

研究責任者：佐藤 純（学際的痛みセンター 客員教授） 

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：村上五月（内科学講座（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：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(4) 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：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(5) 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：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(6) 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 

研究責任者：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(7) 受付番号：14-121（変更） 

課題名：抗 MuSK 抗体陽性重症筋無力症の病態分子機構の研究 

研究責任者：衣斐 達（愛知医科大学 名誉教授） 

判定結果：承認 

 

(8) 受付番号：15-100（変更） 

課題名：HER2 陽性切除不能進行・再発胃癌一次治療例に対する S-1/L-OHP+Trastuzumab の有

効性・安全性の検討を目的とした臨床第Ⅱ相試験 

研究責任者：海老正秀（消化管内科 講師） 

判定結果：承認 

 



(9) 受付番号：15-H076（変更） 

課題名：経口 5-ASA 製剤の服用状況ならびに患者意識調査 

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 

 

(10) 受付番号：16-H095（変更） 

課題名：尿路上皮癌に対するショートハイドレーション法を用いた GC 療法の有用性の検討 

研究責任者：渡邊將人（泌尿器科 助教） 

判定結果：承認 

 

(11) 受付番号：16-H166（変更） 

課題名：トロンボポエチンに注目した早産児の血小板産生能に関する研究調査 

研究責任者：竹下 覚（周産期母子医療センター 助教） 

判定結果：承認 

 

(12) 受付番号：17-H021（変更） 

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 

 

(13) 受付番号：17-H131（変更） 

課題名：Performance status 4 症例における ERCP の有効性と安全性の検討 

研究責任者：井上匡央（肝胆膵内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(14) 受付番号：17-H195（変更） 

課題名：JALSG 参加施設において新規に発症した全 AML,全 MDS,全 CMML 症例に対して施行され

た治療方法と患者側因子が 5 年生存率に及ぼす影響を検討する観察研究（前向き臨床

観察研究）‐JALSG AML/MDS/CMML Clinical Observational Study（JALSG-CS）‐17

‐ 

研究責任者：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(15) 受付番号：18-H041（変更） 

課題名：HeartFlow REFINE レジストリ―（RetrospectivE study of FFRCT compared to mFFR and 

cCTA In the post-market ENvironmEnt） 

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 

 

(16) 受付番号：18-H046（変更） 



課題名：再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミド及びデ

キサメタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研究 

研究責任者：花村一朗（内科学講座（血液内科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(17) 受付番号：18-H071（変更） 

課題名：ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査 －全国除菌レジストリー－ 

研究責任者：足立和規（消化管内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(18) 受付番号：18-H109（変更） 

課題名：日本人腎細胞癌患者における PD-L1 発現状況に関する多施設共同レトロスペクティブ

研究 

研究責任者：都築豊徳（病理診断科 教授） 

判定結果：承認 

 

(19) 受付番号：18-H132（変更） 

課題名：切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き

観察研究：（J-TAIL） 

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 

 

(20) 受付番号：18-H022 

課題名：妊娠高血圧症候群にみられる家庭血圧測定（HBPM）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 

 

(21) 受付番号：18-H153 

課題名：レム睡眠行動障害患者にみられるバウムテストの特徴および性格傾向や行動特性との

関連性について 

研究責任者：塩見利明（睡眠科 教授） 

判定結果：承認 

 

(22) 受付番号：18-H164 

課題名：内視鏡的乳頭切開術後出血に対する金属ステント圧迫止血の有用性の検討 

研究責任者：井上匡央（肝胆膵内科 助教） 

判定結果：承認 

 

(23) 受付番号：18-H166 



課題名：イレウスを合併した大腸癌切除術の検討 

研究責任者：小松俊一郎（外科学講座（消化器外科） 教授（特任）） 

判定結果：承認 

 

(24) 受付番号：18-H168 

課題名：外傷性前方肩関節不安定症後の肩関節拘縮 

研究責任者：原田洋平（整形外科 助教） 

判定結果：承認 

 

(25) 受付番号：18-H173 

課題名：入院中に発症する摂食嚥下障害とサルコペニアの関連性の検討 

研究責任者：森 直治（緩和ケアセンター 教授） 

判定結果：承認 

 

(26) 受付番号：18-H174 

課題名：切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き

観察研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探索研究 

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：承認 

 

２ ヒトゲノム・遺伝子解析研究（2 件） 

(1) 受付番号：12-058（変更） 

課題名：JALSG AML209GS 試験付随研究 成人急性骨髄性白血病の発症・進展および治療反応性，

副作用に関係する遺伝子異常の網羅的解析（JALSG AML209 genome-wide study: 

AML209GWS） 

研究責任者：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

(2) 受付番号：18-H171 

課題名：網羅的遺伝子解析を用いた骨髄増殖性腫瘍の病態解明と診断治療法の開発 

研究責任者：村上五月（内科学講座（血液内科） 助教） 

判定結果：承認 

 

３ 特殊医療行為（1 件） 

(1) 受付番号：19-H002 

課題名：ミトコンドリア糖尿病の診断を目的としたミトコンドリア DNA3243 変異の検査 

研究責任者：姫野龍仁（内科学講座（糖尿病内科） 講師） 

判定結果：承認 

 


