
 第２２９回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  令和３年４月１４日（水）13：00～13：45 

場  所  医学部キャンパス 管理棟２階中会議室 Web 会議 

出 席 者  山縣委員長、桐戸、瀧山、中本、坂井、吾妻、還田、松下、香川、水野、齋藤、

中村、永淵、深澤の各委員 

欠 席 者  石山、名取の各委員 

陪 席 者    秋葉、小林 

事 務 局  乙黒、大和、石川、浅川（光）（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（新規） 

2356 研究責任者：櫻井大樹（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「音声・嚥下機能に対するオンラインリハビリテーションの可能性に関する研

究」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、審査の結果保留となった。 

 

２. 定期報告 

2177 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「排尿ケア講習会修了者の排尿自立指導の活動実態に関する研究」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

1958 研究責任者：大森真紀子（産婦人科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「腟断端細胞診の精度向上のための臨床的検討」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

761 研究責任者：市川大輔（外科学第一） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「National Clinical Database（日本臨床データベース機構、NCD)への症例登

録」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

2195 研究責任者：近藤哲夫（人体病理学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「T/NK 細胞リンパ腫におけるゲノム・エピゲノム異常の解明」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

2016 研究責任者：波呂浩孝（整形外科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「後縦靭帯骨化症患者レジストリの構築」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

 



2160 研究責任者：若生政憲（整形外科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「日本小児整形外科学会疾患登録（JPOA レジストリー）」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

2179 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「3 次元 MR エラストグラフィによる肝線維化と炎症予測の検討」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

1775 研究責任者：吉澤邦夫（歯科口腔外科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「疫学調査 口腔がん登録」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）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 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

2122 研究責任者：市川大輔（外科学第一） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「胃下部胃癌に対する効率的郭清範囲の縮小による機能温存手術の意義につい

ての検討」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

2192 研究責任者：齊藤 亮（外科学第一） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「質量分析計を用いた消化器癌における新規バイオマーカーの検索」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、進捗状況を報告した。 

 

３. 終了報告 

1314 研究責任者：進藤浩子（内科学第一） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「総胆管結石の内視鏡的治療におけるオフセットバルーンカテーテルの有用性

の検討」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2025 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「脳血管内治療に関する診断参考レベル構築のための医療被ばく実態調査」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2249 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 



課題名「VertebroBasilar Dolichoectasia の自然歴および外科的治療の成績に関する

多施設共同登録研究」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

840 研究責任者：桐戸敬太（血液・腫瘍内科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解（Compｌete Molecular 

Response;CMR)到達患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安全性と有効

性を検討する多施設共同臨床研究 Stop Tasigna Trial(STAT2)」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2156 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「未破裂脳動静脈奇形の手術適応と予後に関する全国実態調査」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

1766 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「放射線治療における体表面移動と腫瘍移動に関する後ろ向き相関評価」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2271 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「局所進行非小細胞肺癌に対する最新放射線治療計画技術の線量的有効性に関

する後ろ向き調査」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2359 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「EOB 造影 MRI を用いた門脈腫瘍栓と門脈血栓の鑑別」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2367 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「大腸癌肝転移診断における仮想 Abbreviated MRI の有用性の検討」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

2377 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「EOB 造影 MRI を用いた多血性肝転移と肝細胞癌の鑑別」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

1733 研究責任者：荻原真二（検査部） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌のカルバペネマーゼ検出・疫学解析」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 



 

 

1860 研究責任者：荻原真二（検査部） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「デジタル PCR と生菌のみ検出する PCR 法を組み 合わせた新たな迅速薬剤感受

性検査法」 

第 229 回倫理審査委員会（2021.4.14）にて、終了報告を行った。 

 

４．迅速審査報告 

2381 研究責任者：諸井明徳（歯科口腔外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「抜歯における神経麻痺及び炎症の波及の評価」 

第 250 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.24）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2397 研究責任者：日向 恵（看護部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「胃切除術を受けた女性患者の術後 1 年間の胃切除術後障害の症状出現時の調

理の工夫と食生活の実際」 

第 250 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.24）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2398 研究責任者：神崎由紀（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「地域で暮らす認知症高齢者の家族にとって支えとなった関わり」 

第 250 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.18）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2412 研究責任者：中山裕子（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「乳癌における臨床病理学的因子と長期成績との関連性」 

第 250 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.18）にて、承認となったことを報告

した。となったことを報告した。 

 

2235 研究責任者：舟山 慧（放射線医学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「超高速頭部 MRI(FLAIR)の実現に向けた新規画像再構成手法の開発」 

第 250 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.18）にて、承認となったことを報告

した。 

 

790 研究責任者：榎本信幸（内科学第一） 

変更（ヒトゲノム・遺伝子解析研究） 

課題名「テーラーメイド治療を目指した肝疾患データベース構築に関する研究」 

第 251 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.1）にて、承認となったことを報告し

た。 

 



2407 研究責任者：細村直弘（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「膵・胆管合流異常症例の手術に伴う発がん予防効果と術後合併症に関する検

討」 

第 251 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.1）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1990 研究責任者：谷口珠実（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「筋萎縮性側索硬化症療養者の運動・排泄機能に適した在宅における排泄ケア

の検討」 

第 252 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.5）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2414 研究責任者：長谷部優花（眼科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「iStent 手術の長期成績の検討」 

第 252 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.4）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2379 研究責任者：小林康江（成育看護学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「日本語版 Effective Clinical Teaching Behaviors を用いた学生,実習指導者,

教員の母性看護学実習指導評価の分析」 

第 252 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.5）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2283 研究責任者：小田洸太郎（整形外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「成人脊柱変形手術における椎弓根スクリュー挿入時のトルク値と患者臨床デ

ータとの相関解析」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.12）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2400 研究責任者：前島 優（内科学第三） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「遠隔転移を伴う 2 型糖尿病担癌患者のデュラグルチドの有効性と安全性の検

討」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.10）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2403 研究責任者：前川伸哉（内科学第一） 

新規（ヒトゲノム・遺伝子解析研究） 

課題名「C 型肝硬変治療後の病態変化を規定する宿主・ウイルス因子の検討 (茶山班: 

C 型肝炎ウイルス排除後の病態と予後を規定する因子に関する研究)」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.9）にて、承認となったことを報告し



た。 

 

2408 研究責任者：大場哲郎（整形外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「Coplanar 法（メドトロニックソファモアダネック社）による側弯症変形矯正

のデータベース構築に関する研究」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2409 研究責任者：前川伸哉（内科学第一） 

新規（ヒトゲノム・遺伝子解析研究） 

課題名「非アルコール性脂肪性肝疾患における遺伝子変異の検討」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2220 研究責任者：竹田 扇（解剖学講座細胞生物学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「血清サンプルを用いた質量分析法と機械学習による膵悪性腫瘍判別システム

の構築」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.10）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2421 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「転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウトカム及び医療資源利

用状況に関する観察研究：Patterns of treatment and Outcomes Evaluation 

in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients in Japan (POEM)」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.10）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2428 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「小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.10）にて、承認となったことを報告

した。 

 

Y0014（2361） 研究責任者：山上隆也（山梨県衛生環境研究所） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「山梨県内で流行する市中感染型 MRSA の MLST 法による分子疫学的解析」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.9）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2434 研究責任者：鈴木雄一朗（内科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ウイルス性肝炎の薬剤耐性が及ぼす病態変化に関する研究(多施設共同)」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.12）にて、承認となったことを報告



した。 

 

1741 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「間質性膀胱炎の患者登録と診療ガイドラインに関する研究」 

第 253 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.11）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2388 研究責任者：四條泰陽（眼科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学療法と抗 VEGF 治療併用の長期予後

の検討」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2417 研究責任者：沢登恵美（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児における尿中 GDF15 の検討」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2100 研究責任者：平田修司（産婦人科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「思春期・若年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医療登録システムによ

る治療成績解析」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2158 研究責任者：波呂浩孝（整形外科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1867 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「日本における関節リウマチ患者の現状と問題点を全国的に継続的に明らかに

するための共同臨床研究」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2230 研究責任者：小林康江（成育看護学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「乳児期のダウン症児と母親の母子相互作用と育児の縦断的研究」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 



2099 研究責任者：三井貴彦（泌尿器科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「排尿後症状に関する調査 ―排尿後尿滴下、残尿感の疫学調査と他下部尿路症

状との関連―」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2047 研究責任者：古屋信二（外科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「下部消化管腫瘍における臨床病理学的因子と治療成績との関連性についての

検討」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2070 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「エコチル調査 8歳学童期総合健診」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.24）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2436 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「急性リンパ性白血病の治療薬デキサメタゾンによって生じる精神系有害事象

に関する多施設共同前向き観察研究 DEPSY-19」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1493 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「大血管炎におけるダメージ評価スコア CARDS(Combined Arteritis Damage 

Score) の検証」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1597 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「ANCA 関連血管炎における網羅的腎病理の解析」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2439 研究責任者：戸田孝子（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児肺動脈性肺高血圧患者における診断前学校心電図所見の検討」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.18）にて、承認となったことを報告

した。 

 



2440 研究責任者：戸田孝子（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病態解明」 

第 254 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.3.18）にて、承認となったことを報告 

   した。 

 

５．その他 

  13：50 ～14：00 倫理審査に関する勉強会を行った。 

 

 

以 上



 


