
 第１８６回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  平成２９年９月１３日（水） 13：15 ～14：15 

場  所  医学部キャンパス 管理棟 2階中会議室 

      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、齋藤、深澤の各委員 

欠 席 者  香川、石山の各委員 

事 務 局  齋藤、浅川美、浅川光（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（新規） 

1687 研究責任者：中込さと子（成育看護学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「社会資源の活用が検討される女性の妊娠中の体験」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果修正した上で承認となった。 

 

1706 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「再発または転移性腎細胞癌に対するニボルマブ併用定位放射線治療による非

照射病巣の縮小効果増強の有無を検証する多施設ランダム化第 2 相比較試

験」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果修正した上で承認となった。 

山縣委員長は分担研究者のため、審議の際は退席。 

 

1625 研究責任者：谷口珠実（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「骨盤臓器脱患者に対するペッサリー療法開始時に行う「初回装着指導」後の

実態調査」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。 

 

２．倫理審査（継続） 

1703 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

   継続（人を対象とする医学系研究） 

   課題名「未破裂大型近位部内頚動脈瘤の治療法に関する全国実態調査」 

   第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。  

 

1495 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

継続（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新規発症 ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用量

グルココルチコイド対高用量グルココルチコイドのオープンラベル、多施設

共同、ランダム化比較試験」（4-1） 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。 

 

1495 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

継続（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新規発症 ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用量



グルココルチコイド対高用量グルココルチコイドのオープンラベル、多施設

共同、ランダム化比較試験」（4-2） 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。 

 

1495 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

継続（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新規発症 ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用量

グルココルチコイド対高用量グルココルチコイドのオープンラベル、多施設

共同、ランダム化比較試験」（5-1） 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。 

 

1495 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

継続（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新規発症 ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用量

グルココルチコイド対高用量グルココルチコイドのオープンラベル、多施設

共同、ランダム化比較試験」（5-2） 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果承認となった。 

 

３.終了報告 

1445 研究責任者：中込さと子（成育看護学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「プラダー・ウィリー症候群の支援のためのガイドライン作成に関する研究」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果終了したことを報告した。 

 

1417 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「Weight cycling and incidental diabetes in Japan」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果終了したことを報告した。 

 

1418 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「糖尿病スクリーニングの最適な測定間隔に関する研究」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果終了したことを報告した。 

 

1014 研究責任者：久木山清貴（内科学第二） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「高 LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者(75歳以上)に対する

エゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効果に関する多施設共同無作為化

比較試験」 

第 186回医学部倫理委員会（Ｈ29.9.13）にて、審査の結果終了したことを報告した。 

 

 

４.迅速審査報告 

1654 研究責任者：織田のぞみ（検査部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「不規則抗体陽性患者に対する赤血球製剤輸血の実態調査」 



第 73 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.6）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1656 研究責任者：市川二郎（整形外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「骨軟部肉腫の増殖・転移における凝固・線溶系と血小板の役割と治療への応

用」 

第 73 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.6）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1652 研究責任者：宮村季浩（看護学科） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「外来通院で化学療法を行っているがん患者のスピリチュアルペインの現状と

その関連要因」 

第 74回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.18）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1693 研究責任者：篠原諭史（産婦人科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「妊娠初期のプロゲステロンの使用と nuchal translucencyの関係性」 

第 74回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.18）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。 

 

1680 研究責任者：市川大輔（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「膵 Solid pseudopapillary neoplasmの画像診断に関する研究」 

第 75回医学部倫理委員会 

（迅速審査）（Ｈ29.7.24）にて、審査の結果承認となったことを報告した。 

 

1703 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「未破裂大型近位部内頚動脈瘤の治療法に関する全国実態調査」 

第 75回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1501 研究責任者：水野恵理子（健康・生活支援看護学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「統合失調症患者が健やかに生きるための地域力の構築」 

第 75回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.24）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1650 研究責任者：小林康江（成育看護学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新生児臀部の生後早期の TEWLと臀部清拭時の触圧に関する実態調査ー赤ちゃ

んのおしりにやさしいケアを目指してー」 



第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.28）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1658 研究責任者：榎本信幸（内科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「消化器疾患における腸内細菌の検討」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.28）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。 

 

1664 研究責任者：望月邦夫（人体病理学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「原発不明癌に対する新規原発巣推定マーカーの有用性に関する検討-免疫組織

化学法を用いて」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.31）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1684 研究責任者：杉田完爾（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI（ビンクリスチン、イリノテカン）/VPC

（ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド）/IE(イホスファミ

ド、エトポシド)/VAC（ビンクリスチン、アクチノマイシン D、シクロホスフ

ァミド）療法の有効性及び安全性の評価 第 II相臨床試験 Ver 1.03」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.31）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1696 研究責任者：東條小百合（看護部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「NICU看護師の面会時における家族との関わりの実態」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.31）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1701 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「Variable Flip Angle法を用いた腹部 T1値定量化手法の検討」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.31）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1631 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「中枢型 I期非小細胞肺癌に対する放射線治療の後ろ向き観察研究」 

第 76回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.7.31）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1659 研究責任者：古屋洋子（基礎・臨床看護学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 



課題名「胃切除術後患者の食生活管理実践化のための外来看護師による指導体制づく

りへの提言」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.2）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。 

 

1671 研究責任者：波呂浩孝（整形外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対するインプラント手術症例における骨質

マーカーの変化」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.7）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1688 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「IntReALL SR 2010 付随研究  アスパラギナーゼの薬物動態学的、薬力学的

解析に関する研究」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.2）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1689 研究責任者：杉田完爾（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対する G-CSF 併用治療期間短縮

VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験 JESS14 Ver.2.0」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.2）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1690 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「内視鏡的胆管内自己拡張型金属ステント留置後の内視鏡的抜去試行例につい

ての多施設共同後方視的症例集積研究」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.7）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1525 研究責任者：杉田完爾（小児科学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「小児固形腫瘍観察研究 第 3.0版」 

第 77 回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.1）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 

1681 研究責任者：平田修司（産婦人科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「妊娠・分娩中の胎児の産科学的検査所見と出生後の成長発達との関連の検討」 

第 78回医学部倫理委員会（迅速審査）（Ｈ29.8.10）にて、審査の結果承認となったこ

とを報告した。 

 



５．その他   

 14：05 ～14：15 倫理審査に関する勉強会を行った。 

 

 

以上 


