
 第１８７回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  平成２９年１０月１１日（水） 13：15 ～14：15 

場  所  医学部キャンパス 管理棟２階小会議室 

      甲 府キャンパス 本部棟第二会議室 

出 席 者  山縣委員長、瀧山、桐戸、水野、中本、筒井、松下、香川、齋藤、石山、深澤 

の各委員 

欠 席 者  筒井、石山の各委員 

事 務 局  齊藤、浅川（美）、浅川（光）、石川（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（新規） 

1561 研究責任者：石川眞里子（成育看護学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「山梨県内の二分脊椎症患者のセルフケアの実態-排尿管理におけるセルフケア

要因の検討」 

第 187 回医学部倫理委員会（Ｈ29.10.11）にて、審査の結果修正した上で承認となっ

た。 

 

1722 研究責任者：松原寛知（外科学第二） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「2施設合同の後方視的観察研究 肺腫瘍に対する胸腔鏡下肺区域切除術と開胸

肺区域切除術の比較による胸腔鏡下肺区域切除術の安全・有用性の検討」 

第 187回医学部倫理委員会（Ｈ29.10.11）にて、審査の結果承認となった。 

 

２．倫理審査（継続） 

1482 研究責任者：増山敬祐（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「喉頭摘出者におけるボイスプロステーシス（プロヴォックス®）による代用音

声の後ろ向き観察と患者支援の取り組み」 

第 187回医学部倫理委員会（Ｈ29.10.11）にて、審査の結果承認となった。 

 

３．迅速審査報告 

1616 研究責任者：中嶌 圭（血液・腫瘍内科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「骨髄不全患者における、PNH型血球割合と PNH関連の臨床症状を経時的にみる

観察研究 Search for Unidentified Links between PNH Clone Size and the 

Related Clinical Manifestations by High Precision Flow Cytometry」 

第 79回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1682 研究責任者：深澤光晴（内科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「慢性膵炎による難治性疼痛に対する内科的インターベンション治療と外科治

療の比較解析」 

 



第 79 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2017/08/17）にて、審査の結果承認となった

ことを報告した。 

 

1686 研究責任者：井上 修（感染制御部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ノロウイルス検査法 4法の比較」 

第 79回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.24）にて、審査の結果修正した上で承

認となったことを報告した。 

 

1686 研究責任者：井上 修（感染制御部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ノロウイルス検査法 4法の比較」 

第 79回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.25）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1206 研究責任者：高橋 英（内科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ＦＧＦＲ２融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明ら

かにするための前向き観察研究試験」 

第 79回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.17）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1645 研究責任者：水野恵理子（健康・生活支援看護学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「精神科病院に長期在院する統合失調症患者のリカバリーに関する研究－ピア

サポーターとの相互作用による経験の意味－」 

第 80回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1677 研究責任者：本杉宇太郎（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「I-123トレーサスタディにおける甲状腺ヨード摂取率測定による甲状腺癌術後

ヨード内服療法の効果予測についての検討」 

第 80回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1685 研究責任者：梅田貴子（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「パーキンソン病診断における I-123イオフルパン SPECTと I-123 MIBG心筋

シンチグラフィーの有用性」 

第 80回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1648 研究責任者：歯科口腔外科学（平出諒太） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「中学生における咬合力に関する各種要因の検討」 



第 81 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.5）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1667 研究責任者：社会医学（山縣然太朗） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「NPO活動による研修プログラム評価」 

第 81 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.5）にて、審査の結果修正した上で承

認となったことを報告した。 

 

1675 研究責任者：リハビリテーションン部（谷口直史） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨床成績と疼痛の評価」 

第 81 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.1）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1692 研究責任者：放射線医学（玉田大樹） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「機械学習を用いた腹部ＭＲＩ画像 アーチファクト低減手法の検討」 

第 81回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.30）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1702 研究責任者：放射線医学（大西 洋） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「I期肺癌に対する放射線治療の線量評価法についての後ろ向き観察研究」 

第 81回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.30）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1713 研究責任者：歯科口腔外科学（馬場菜安奈） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「病院勤務歯科医師の 職業実態調査」 

第 81 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.5）にて、審査の結果修正した上で承

認となったことを報告した。 

 

881 研究責任者：小児科学（犬飼岳史） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共

同第Ⅱ相臨床試験(ALL-T11) ver.5.2」 

第 81 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.1）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1704 研究責任者：外科学第一（須藤 誠） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ロンサーフ（TFTD)使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.14）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 



1705 研究責任者：外科学第一（須藤 誠） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「StageIV大腸癌の治療成績癌の治療成績」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.14）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1710 研究責任者：出生コホート研究センター（大西一成） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「日常使用におけるマスク防護係数の計測調査」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.14）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1510 研究責任者：小児科学（杉田完爾） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を

主目的とした多施設共同試験 Ver.3.0」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1515 研究責任者：小児科学（杉田完爾） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第 II 相臨床試験 AML-P13 

Ver.2.2」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1128 研究責任者：小児科学（犬飼岳史） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL)に対するチロ

シンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験（ALL-Ph13）ver.4.2」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1205 研究責任者：小児科学（犬飼岳史） 

  変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投

与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の

意義を検討する多施設共同シームレス第 Ⅱ-Ⅲ 相臨床試験(AML-12）

ver.2.1」 

第 82回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1516 研究責任者：小児科学（杉田完爾） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫 StageⅢ/Ⅳに対する DexICE 治療の

有効性及び安全性を検証する多施設共同第  II 相臨床試験 ALB-R13 



ver.2.1」 

第 82 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

938 研究責任者：小児科学（犬飼岳史） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児ランゲルハンス細胞組織球症（ＬＣＨ）に対するリスク別臨床研究 

ver.5.0」 

第 82 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1619 研究責任者：血液・腫瘍内科学（輿石めぐみ） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「第 12次 ATL全国実態調査研究」 

第 82 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1720 研究責任者：外科学第一（雨宮秀武） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「肝切除例における NBNC肝細胞癌の臨床的特徴と予後因子の検討」 

第 82 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.14）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1725 研究責任者：外科学第一（市川大輔） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「固形癌における次世代シークエンサーを用いた遺伝子検査とゲノム解析デー

タベース構築に関する研究」 

第 82 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.19）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1694 研究責任者：社会医学（山縣然太朗） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「甲州市母子保健縦断調査」 

第 83 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.25）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1604 研究責任者：外科学第一（雨宮秀武） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～前向き

多施設共同研究～」 

第 83 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.25）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1721 研究責任者：小児科学（杉田完爾） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「第 1・第 2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラ



ビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全

性・有効性についての臨床試験」 

第 83 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H29.9.25）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

４．その他 

 14：10～14：15 倫理審査に関する勉強会を行った。 

 

 

以上

 


