
 第２２６回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  令和３年１月１３日（水） 13：10～13：35 

場  所  医学部キャンパス 管理棟２階大会議室 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、石山、

齋藤、中村、永淵、名取、深澤の各委員 

欠 席 者   

事 務 局  大和、浅川（美）、新井、秋葉、石川、浅川（光）（総務課） 

 

議  事 

１．倫理審査（継続） 

2375 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「放射線治療用吸収性組織スペーサ(ネスキープ)を用いた X 線治療計画の線量

的有効性に関する後ろ向き調査研究」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、審査の結果、承認となった。 

 

２．定期報告 

44 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児白血病における白血病化、アポトーシス、細胞増殖の機序、薬剤ならびに

サイトカイン感受性の分子生物学的解析」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

734 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

進捗（遺伝子解析研究） 

課題名「遺伝性および孤発性痙性対麻痺に関する多施設共同大規模遺伝子解析研究 

Japan Spastic Paraplegia Research Consortium(JASPAC)」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

2128 研究責任者：矢ヶ崎英晃（新生児集中治療部） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新生児低酸素性虚血性脳症の生物学的マーカーの臨床応用に向けた研究」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1715 研究責任者：沢登恵美（小児科学） 

進捗（遺伝子解析研究） 

課題名「日本膜性増殖性糸球体腎炎/C3 腎症コホート研究」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1924 研究責任者：高野伸一（内科学第一） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「膵腫瘍の病態解明・診断精度向上を目指した臨床病理遺伝子研究」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1906 研究責任者：宮本和子（国際交流センター） 



進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「子どもたち自身の気づきと取り組みによって目指す栄養改善プログラムの開

発：日本とカンボジアの子供たちの相互交流による可能性の検証」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1896 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「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 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1128 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗（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 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

1714 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「血液凝固異常症全国調査」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、進捗状況を報告した。 

 

３. 終了報告 

1590 研究責任者：沢登恵美（小児科学） 

終了（遺伝子解析研究） 

課題名「新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治療指針

確立」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

1915 研究責任者：谷口珠実（健康・生活支援看護学） 

終了（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 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

2138 研究責任者：谷口珠実（健康・生活支援看護学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「訪問看護師による在宅認知症患者への排泄ケア実態調査」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

1127 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「家庭内 HLA 半合致血縁ドナーからの同種造血幹細胞移植における安全性と有

効性の検討」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

1963 研究責任者：渡辺浩介（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 



終了（遺伝子解析研究） 

課題名「アレルギー性鼻炎における血清 IgE 抗体と鼻汁 IgE 抗体量、およびエピゲノ

ム」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

2144 研究責任者：石原 裕（内科学第二） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「肺癌化学療法における血管内皮機能測定の臨床的意義」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

2110 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「認知症対応型グループホーム職員の看取り観についての要因分析 －基本属性、

宗教観および死生観との関連－」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

2266 研究責任者：新藤和雅（神経内科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「パーキンソン病患者における血圧と脈拍の経年的変化に関する検討」 

第 226 回倫理審査委員会（2021.1.13）にて、終了報告を行った。 

 

４. 迅速審査報告 

2257 研究責任者：犬飼岳史（小児科学） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「小児遺伝性血液疾患を対象とした前方視的研究」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2293 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「頚椎由来の頚肩腕症状に対する薬物治療の臨床経済研究」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.26）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2335 研究責任者：川井将敬（人体病理学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「外科材料および病理解剖症例を用いた統合解析の研究」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2340 研究責任者：安田和幸（精神神経医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「MRI-ASL を用いた局所脳血流と電気けいれん療法による治療反応との関連に

ついての研究」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 



 

2347 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「歯科インプラントとインプラント安定測定器（オステル ISQ アナライザ，ペ

リオテスト）の予後相関の臨床研究」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.26）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2349 研究責任者：神崎由紀（看護学科） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ダウン症をもつ青年・成人の生活実態およびその支援の構築」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2350 研究責任者：庄田勝俊（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「上部消化管術後血糖変動についての検討」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2352 研究責任者：吉澤邦夫（歯科口腔外科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「口腔癌に対する放射線治療補助装置スペーサーの臨床効果」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2357 研究責任者：川島一郎（血液・腫瘍内科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「悪性リンパ腫の治療成績についての後方視的解析」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2358 研究責任者：中込大樹（内科学第三） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「全身性エリテマトーデス患者の経時的な血中および尿中のサイトカインプロ

ファイルと臨床病型、病勢指標との関連解析」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.26）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。 

 

2359 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

新規（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 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1928 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「関節炎における関節エコー所見の検討」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2374 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「JCOG1910A1（高齢者初発膠芽腫における予後を予測するバイオマーカーに関

する探索的研究）」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1280 研究責任者：合井久美子（小児科学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「同種ナチュラルキラー細胞による小児難治性悪性腫瘍による抗腫瘍効果」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.25）にて、承認となったことを報告

した。 

 

Y0012（2295）研究責任者：望月 聡（山梨県警察本部刑事部科学捜査研究所） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「法中毒分析法の開発：生物試料からの薬毒物分析」 

第 239 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.26）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2354 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「小胞体ストレス応答転写因子 ATF4 に着目した骨髄繊維症における貧血進行の

機序解明」 

第 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.4）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2246 研究責任者：堤 貴大（内科学第三） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ステロイド治療に伴う満月様顔貌に影響する因子についての検討」 

第 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.30）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2363 研究責任者：古屋信二（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「直腸癌・S 状結腸癌における腸管内遊離癌細胞と腸管洗浄に関する検討」 

第 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.11.4）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2367 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

新規（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 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.3）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1674 研究責任者：石黒浩毅（精神神経医学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「うつバイオマーカー血漿 PEA の有用性を検証する」 

第 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.3）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2384 研究責任者：加賀佳美（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「極低出生体重児におけるてんかん発症予後予測因子の検討」 

第 240 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.3）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2296 研究責任者：粕山史穂（看護部） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小学生以下の子供を持つ女性看護師が仕事を継続できる理由」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.9）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2345 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「新型コロナウイルスの流行に伴う時限的な社会規範の導入が部活の特殊性に

与える影響」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.14）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2346 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「部活(bukatsu)に対する価値観尺度の開発」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.14）にて、条件付き承認となったこ

とを報告した。 

 

734 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

変更（ヒトゲノム・遺伝子解析研究） 

課題名「遺伝性および孤発性痙性対麻痺に関する多施設共同大規模遺伝子解析研究 

Japan Spastic Paraplegia Research Consortium(JASPAC)」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.9）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2362 研究責任者：森阪裕之（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「膵 MRI を用いた膵 T1 容積の年齢と性別の影響」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.11）にて、承認となったことを報告

した。 



 

2208 研究責任者：河口賀彦（外科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「食道癌手術後の異時性胃癌（胃管癌）に対する全国実態調査」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.9）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2386 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「新規遺伝子変異による大脳皮質基底核変性症に伴う認知機能障害評価」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.9）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2387 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「転移性骨腫瘍に対する放射線治療の多施設共同前向き観察研究」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.8）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「造血細胞移植および細胞治療の全国調査」 

    第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.9）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1708 研究責任者：野澤ゆい（看護部） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「緑内障術後患者の自己点眼確立に向けた看護師の指導の実態と指導計画ベー

スシートの活用による効果」 

第 241 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.11）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2373 研究責任者：瀧山嘉久（神経内科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「多施設共同レジストリによる脊髄性筋萎縮症成人例の長期フォローアップ研

究 Japan REgistry for Adult subjeCTs of SMA」 

第 242 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.16）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2377 研究責任者：市川新太郎（放射線医学） 

新規（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 242 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.17）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1190 研究責任者：佐々木知幸（臨床検査医学） 



変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「血小板 ＣＬＥＣ-２ の関節リウマチにおける役割」 

第 242 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.14）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2176 研究責任者：小池美和（看護部） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新生児治療回復室における看護師の退院支援の実態」 

第 242 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.14）にて、承認となったことを報告

した。 

 

５.その他  

13：40～13：50 倫理審査に関する勉強会を行った。 



 


