
 第２１７回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  令和２年４月８日（水） 臨床研究審査委員会終了後 13：35～13：50 

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、桐戸、瀧山、中本、坂井、還田、香川、齋藤、中村、永淵、名取、

深澤の各委員 

欠 席 者  松下、水野、石山の各委員 

事 務 局  浅川（美）、新井、秋葉、石川、浅川（光）（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（新規） 

2205 研究責任者：櫻田庸一（眼科学） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「中心性漿液性脈絡網膜症の臨床的遺伝的特徴に関する共同研究」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、審査の結果承認となった。 

 

２. 定期報告 

1752 研究責任者：井上克枝（臨床検査医学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「アルカリ性ホスファターゼ（ALP）測定試薬の評価」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1915 研究責任者：谷口珠実（健康・生活支援看護学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「二分脊椎症学童の導尿管理自立への母親の思いと関わり」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1791 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「質量分析器を基盤とした脳腫瘍の診断法の確立」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1973 研究責任者：中澤久美子（病理部） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「尿細胞診における異型細胞の研究」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1967 研究責任者：小島令嗣（社会医学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「エコチル 6 歳詳細調査追加調査 乳幼児期の屋内のハウスダスト中の鶏卵抗

原が食物アレルギー発症に及ぼす影響」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1024 研究責任者：井上克枝（検査部） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 



課題名「検査残余検体の利用」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

1581 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「プラーク性状に基づいた内頚動脈軽度狭窄症（50%未満）の予後と外科治療の

意義」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

2024 研究責任者：川村龍吉（皮膚科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「第 2回 Stevens-Johnson症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫学調査」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、進捗状況を報告した。 

 

３. 終了報告 

2066 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「山梨県におけるスモン患者の病態」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

2069 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「回復期リハビリテーション病院における大腿骨近位部骨折患者の受傷前生活

背景や入院時 Hopeと歩行能力予後との関連性」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

1309 研究責任者：武田正之（泌尿器科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドとアビラテロンの有効性に関す

るランダム化比較試験」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

2082 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「回復期における脳血管患者への早期歩行介入が FIM利得率に与える影響」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

1186 研究責任者：佐藤 公（内科学第一） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「拡大内視鏡を用いた微細構造計測法の確立と臨床的病態解析への応用」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

2065 研究責任者：井上克枝（臨床検査医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「総プロテイン S測定試薬、フリープロテイン S測定試薬の評価」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 



 

1579 研究責任者：松岡伴和（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート

研究」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

1754 研究責任者：佐藤 弥（地域医療学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「多施設連携情報集約型医療情報ＤＢの実現性研究」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

2098 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「地域在住高齢者の健康寿命に対する精神的健康状態の影響について」 

第 217回倫理審査委員会（2020.4.8）にて、終了報告を行った。 

 

４.迅速審査報告 

2075 研究責任者：丸山 傑（外科学第一） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「消化器癌における血小板由来のエクソソームに関する検討」 

第 203回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2191 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「排尿量測定装置の使用感評価」 

第 203回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.4）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2145 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「キアリ I 型奇形に対する当院の治療成績 〜硬膜外層切開法と硬膜形成法の

比較〜」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2153 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「貧困者の受療特性に関する研究」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1861 研究責任者：中嶌 圭（腫瘍センター） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「造血細胞移植および細胞治療の全国調査」 



第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2201 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「若年者の健康診断結果を用いた人工知能技術による特定保健指導対象者予測

モデルの検討」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.31）にて、修正した上で承認となっ

たことを報告した。 

 

2204 研究責任者：河野 寛（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「穿孔性細菌性腹膜炎における持続的血液濾過透析施行症例でのヒトトロンボ

モジュリンの投与効果の検討」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2206 研究責任者：中嶌 圭（腫瘍センター） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「血液疾患登録」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1601 研究責任者：石黒浩毅（精神神経医学･臨床倫理学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「向精神薬による新生児 QT延長症候群リスク評価」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1969 研究責任者：一條昌志（内科学第三） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「睡眠時無呼吸症候群合併 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬、GLP-1 受容

体作動薬の動脈硬化関連代謝マーカーに対する改善効果の検討」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2067 研究責任者：山口達也（内科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査」 

第 204 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2212 研究責任者：川瀧智之（脳神経外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「高磁場術中 MRIとグリオーマ手術成績の検討」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.23）にて、承認となったことを報告



した。 

 

745 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「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.26）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2216 研究責任者：齊木雅史（内科学第二） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「根治的化学放射線治療後における Durvalumab投与の実臨床での検討」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.23）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1803 研究責任者：櫻井大樹（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1927 研究責任者：石井裕貴（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.23）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1716 研究責任者：櫻井大樹（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「質量分析法及び機械学習を用いた頭頸部がん患者末梢血中循環腫瘍細胞（CTC）

の新規検出法の確立及びそれに基づく治療効果・臨床予後判定マーカー解析

に関する臨床研究」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.23）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2196 研究責任者：大宮慶惠（放射線医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「磁気共鳴画像（MRI）の拡散強調画像（DWI）を用いた乳癌検診の有効性の検

討」 

第 205 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.3.23）にて、承認となったことを報告

した。 

 

５．その他 

   

 13：55 ～14：20 倫理審査に関する勉強会を行った。 

 

                                     以上 


