
 第２００回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  平成３０年１２月６日（木） 臨床研究審査委員会終了後 13：40～14：05 

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、水野、中本、香川、深澤、齋藤、永淵、中村、名取の各委員 

欠 席 者  瀧山、桐戸、白井、松下、還田、石山の各委員 

事 務 局  岩崎専門員、浅川（美）、新井、浅川（光）、石川（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（継続） 

1427（1-2） 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

緊急報告（1例目-2報）（人を対象とする医学系研究） 

課題名「初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用剤および放射線療法併用テモゾ

ロミド、ベバシズマブ療法の 有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、審査の結果承認となった。 

 

1427（2-1） 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

緊急報告（2例目-1報）（人を対象とする医学系研究） 

課題名「初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用剤および放射線療法併用テモゾ

ロミド、ベバシズマブ療法の 有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、審査の結果承認となった。 

 

1427（2-2） 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

緊急報告（2例目-2報）（人を対象とする医学系研究） 

課題名「初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用剤および放射線療法併用テモゾ

ロミド、ベバシズマブ療法の 有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、審査の結果承認となった。 

 

２．定期報告 

528 研究責任者：久木山清貴（内科学第二） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「本邦における心血管インターベンションの疫学調査（J-PCI）」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1675 研究責任者：谷口直史（リハビリティーション部） 

進捗報告（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 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

953 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

進捗報告（遺伝子解析研究） 

課題名「脊髄小脳変性症・遺伝性神経疾患全般の遺伝子解析、蛋白解析、病態解析の

ための包括的研究」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 



1513 研究責任者：久木山清貴（内科学第二） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ヒト血球マーカーと循環器疾患リスクの関連に関する観察研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1682 研究責任者：深澤光晴（内科学第一） 

進捗報告（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 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1694 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「甲州市母子保健縦断調査」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1720 研究責任者：雨宮秀武（外科学第一） 

進捗報告（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 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

881 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（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 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

938 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（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」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1312 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「造血細胞移植医療の全国調査 （Ver.6）」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1515 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（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 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1532 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安



全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1547 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫低リスク A群患者に対する VAC1.2（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 1.2 g/m2）/ VA療法の有効性及び安全性の評

価 第 II相臨床試験」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1548 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫低リスク B群患者に対する VAC1.2（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 1.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノ

テカン）療法の有効性及び安全性の評価 第 II相臨床試験」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1669 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed 

ALL 2010」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1688 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗報告（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 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

1698 研究責任者：戸田孝子（小児科学） 

進捗報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「山梨県における川崎病治療成績調査」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、進捗状況を報告した。 

 

３.終了報告 

1650 研究責任者：小林康江（成育看護学） 

終了報告（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 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1360 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「出生コホート研究における参加者とのパートナーシップ構築へ向けた基礎調

査」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 



 

1115 研究責任者：久木山清貴（内科学第二） 

終了報告（遺伝子解析研究） 

課題名「虚血性心疾患、心不全、高血圧症に関連する遺伝的素因の探索に関する研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1481 研究責任者：沢登恵美（小児科学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「起立性(体位性)蛋白尿患者の尿中 FDPの臨床的有用性の検討」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1354 研究責任者：深澤光晴（内科学第一） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「十二指腸液中のタンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1424 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「周産期・新生児領域の看護職者の遺伝看護実践への学習意欲を高める学習目

標と評価基準の設定に関する研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1552 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「小児看護領域の看護職者の遺伝看護実践への学習意欲を高める学習目標と評

価基準の設定に関する研究」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1683 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「がん看護領域の看護職者の遺伝看護実践への学習意欲を高める学習目標と評

価基準の設定に関する研究」 

第 200 回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1687 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「社会資源の活用が検討される妊婦の体験に関する記述研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1809 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「継続保育室（GCU)におけるハイリスク新生児の母親の養育準備過程に関する

記述研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

 



1469 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「急性期にあるハイリスク新生児の看護の構成要素とその過程」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

1570 研究責任者：本杉宇太郎（放射線医学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「静脈洞血栓症における頭部ルーチン MRI撮像法の診断能の比較検討」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

127 研究責任者：飯島裕幸（眼科学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「網脈絡膜疾患および視神経視路疾患における網膜厚と静的自動視野に関する

研究」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

130 研究責任者：柏木賢治（眼科学） 

終了報告（人を対象とする医学系研究） 

課題名「緑内障診療ネットワークの構築」 

第 200回倫理審査委員会（H30.12.6）にて、終了報告を行った。 

 

４.迅速審査報告 

953 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「脊髄小脳変性症・遺伝性神経疾患全般の遺伝子解析、蛋白解析、病態解析の

ための包括的研究」 

第 130 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.21）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1910 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「肺腺癌の臨床的浸潤径に関する検討」 

第 130 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.27）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1925 研究責任者：大森真紀子（産婦人科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「子宮頸管腺過形成の癌化に関する臨床的検討」 

第 130回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.21）にて、承認となったことを報告し

た。 

1743 研究責任者：松土裕子（看護部） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「病棟看護師の退院支援に対する認識の変化－退院後訪問の伝達講習を実施し

て－」 

第 130回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.27）にて、承認となったことを報告し

た。 



 

1810 研究責任者：武田正之（泌尿器科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察研究」 

第 130回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.21）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1903 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割

等の実態把握に関する研究」 

第 131 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.28）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1914 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「Stack of stars法を用いた EOB造影 MRI肝細胞相の画質の検討」 

第 131回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.27）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1916 研究責任者：輿石めぐみ（血液・腫瘍内科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「多発性骨髄腫の予後と線維化の関連性について」 

第 131回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.9.28）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1878 研究責任者：大岡忠生（社会医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「特定保健指導実施時期による実施率向上の検討」 

第 132回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.3）にて、修正した上で承認となった

ことを報告した。 

 

1495 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

変更（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」 

第 132 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.5）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1849 研究責任者：桐戸敬太（血液・腫瘍内科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「再発また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

ミドおよ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」 

第 132回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.5）にて、承認となったことを報告し

た。 



 

1907 研究責任者：三井貴彦（泌尿器科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「前立腺全摘除術後の尿禁制機構の解明：MRI と尿流動態検査所見との関連性の

検討」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1684 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（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 1.05)」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.11）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1532 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安

全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1546 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を

対象とした前方視的研究」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1584 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「再発および寛解導入不能小児 ALL に対する前方視的観察研究 および 再発

および寛解導入不能小児 ALL 試料を用いた基礎研究」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1312 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「造血細胞移植医療の全国調査 (Ver.6)」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

 

 



1711 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「黄砂・大気汚染物質の健康への影響リスク評価」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.15）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1710 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

変更（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 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.15）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1592 研究責任者：荒木拓次（放射線医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「副腎静脈サンプリングにおける左副腎静脈と左下横隔静脈から見た血管造影

上解剖の検討、および左下横隔静脈と副腎静脈との吻合の検討」 

第 133 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.11）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1896 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「原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績を調査するコホート研究

（MG-Control study）」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.22）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1515 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

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 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1510 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

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 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

196 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児リンパ芽球型リンパ腫 stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試

験 LLB-NHL03」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 



1516 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

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 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1525 研究責任者：犬飼岳史（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 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1547 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫低リスク A群患者に対する VAC1.2（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 1.2 g/m2）/ VA療法の有効性及び安全性の評

価 第 II相臨床試験」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1548 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫低リスク B群患者に対する VAC1.2（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 1.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノ

テカン）療法の有効性及び安全性の評価 第 II相臨床試験」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1612 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「本邦における両側性腎腫瘍に対する統一プロトコール 腎温存の評価 

RTBL14」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1613 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「両側性腎芽腫の 遺伝子診断応用ためプロスペクティブ遺伝子分析研究 

(RTBL14GP)」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1161 研究責任者：岩本史光（内科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 



課題名「腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの前向き無作為化

比較試験研究(Castle Study)」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.22）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1772 研究責任者：松田兼一（救急集中治療医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「血液透析施行時の心電図と血流音の連続測定による患者状況変化の新規な予

測方法の開発(Development of New Prediction Method of Patient-condition 

Change by COntinuous MEasurement of Electrocardiogram and Blood Flow 

Sounds during Hemodialysis Therapy. (COMET))」 

第 134 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.22）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1553 研究責任者：井上克枝（臨床検査医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「合成基質法と凝固一段法による凝固因子活性測定の比較検討」 

第 135 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1919 研究責任者：桐戸敬太（血液・腫瘍内科学） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「「Todai OncoPanel」の開発に関わる臨床性能試験（がんゲノム医療の有効性

検証のための基盤研究）」 

第 135 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.22）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1689 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（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 136 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1721 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（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 136 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1773 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「横紋筋肉腫中間リスク群患者に対する VAC2.2（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 2.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノ



テカン）療法の有効性及び安全性の評価 第 II相臨床試験」 

第 136 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.10.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1923 研究責任者：山縣然太朗（内科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「術後再建腸管に対する胆膵内視鏡の偶発症危険因子の同定」 

第 136回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.11.1）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1074 研究責任者：荒木拓次（放射線医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「IVR 症例 web登録」 

第 136回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.11.1）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1926 研究責任者：櫻田庸一（眼科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「Reticular pseudodrusenを僚眼に有する片眼性加齢黄斑変性の僚眼発症危険

因子」 

第 137回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.11.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1663 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「要支援妊婦の抽出を目的とした医療機関における「問診票を用いた情報の把

握」および行政機関との連携方法の開発」 

第 137 回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.11.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1942 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「日本の医療機関における針刺し切創事例の収集と予防策の検討」 

第 137回医学部倫理委員会（迅速審査）（H30.11.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

  

５．その他 

   14：10～14：20 倫理審査に関する勉強会を行った。 

 

 

以上

 


