
 第２２７回医学部倫理委員会会議記録の概要 

 

日  時  令和３年２月１６日（火） 臨床研究審査委員会終了後 13：10～13：45 

場  所  医学部キャンパス 管理棟２階小会議室 Web 会議 

出 席 者  山縣委員長、中本、坂井、還田、香川、水野、石山、齋藤、中村、永淵、名取、

深澤の各委員 

欠 席 者  桐戸、瀧山、吾妻、松下の各委員 

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） 

1924 研究責任者：高野伸一（内科学第一） 

変更（遺伝子解析研究） 

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 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて審査の結果、承認となった。 

 

2195 研究責任者：近藤哲夫（人体病理学） 

変更（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 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて審査の結果、承認となった。 

 

２．定期報告 

1911 研究責任者：矢ヶ崎英晃（新生児集中治療部） 

進捗（遺伝子解析研究） 

課題名「未診断疾患イニシアチブ（Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases

（IRUD）） 「希少未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究」」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

745 研究責任者：山縣然太朗（社会医学） 

進捗（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 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

2096 研究責任者：田中佑治（臨床研究連携推進部） 

進捗（遺伝子解析研究） 

課題名「山梨健康長寿バイオリソースコホート研究」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

1890 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「運動器検診受診者における骨強度とロコモティブシンドロームの解析」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

2159 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「癌進展における血小板作用に関する検討」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

1568 研究責任者：深澤光晴（内科学第一） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「10mm 未満膵嚢胞性病変の多施設前向き研究：すべての膵嚢胞性病変は積極的

な管理を必要とするのか？」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

1917 研究責任者：内田 嚴（外科学第二） 

進捗（人を対象とする医学系研究） 

課題名「重症筋無力症及びランバート・イートン筋無力症の全国疫学調査」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、進捗状況を報告した。 

 

３. 終了報告 

2146 研究責任者：松原寛知（外科学第二） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「悪性腫瘍に伴う続発性気胸に対する外科的治療の役割と限界」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2139 研究責任者：沢登恵美（小児科学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新たな尿中クレアチ二ン排泄量の推定式を用いた 24 時間尿中蛋白量の推定」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

759 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「成人 core binding factor 急性骨髄性白血病に対するシタラビン大量療法の

KIT 遺伝子型別反応性を評価する臨床Ⅳ相試験」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2213 研究責任者：相原正男（看護学科） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「未熟児とマルトリートメントに関する研究－保健師の未熟児家庭訪問におけ

るアセスメント－」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2157 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「生活困窮世帯児への学習支援活動実態調査」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

1462 研究責任者：清水辰哉（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「Whole-Body MRI を用いたハイリスク前立腺癌の骨転移検索」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 



 

2152 研究責任者：本杉宇太郎（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「高時間分解能ダイナミック磁気共鳴画像（MRI）を用いた Time-intensity-curve 

(TIC)の有効性の検討」 

第 227 回倫理審査委員会（2021.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2196 研究責任者：大宮慶惠（放射線医学） 

終了（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 227 回倫理審査委員会（2012.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2231 研究責任者：大宮慶惠（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「高時間分解能ダイナミック磁気共鳴画像（MRI）を用いた前立腺病変評価の有

効性の後ろ向き検討」 

第 227 回倫理審査委員会（2012.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

1433 研究責任者：本杉宇太郎（放射線医学） 

終了（人を対象とする医学系研究） 

課題名「MRI-based assessment of liver stiffness and dysplastic nodules to 

investigate the outcome of type C cirrhosis after anti-viral therapy」 

第 227 回倫理審査委員会（2012.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

2062 研究責任者：相原正男（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「重症先天性心疾患児の発達支援に関する研究-重症先天性心疾患をもつ学童の

母親の子どもの発達に関する認識の変容過程-」 

第 227 回倫理審査委員会（2012.2.16）にて、終了報告を行った。 

 

４．迅速審査報告 

2336 研究責任者：堀内清華（出生コホート研究センター） 

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感染症下における、乳幼児健診の発達障害スクリーニン

グの精度に関する調査」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.4）にて、修正した上で承認となった

ことを報告した。 

 

2337 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「子どもの骨量、及び身体活動量増大に関連する生活習慣・社会環境要因の特

定、及び身体活動促進戦略の検討」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.4）にて、条件付き承認となったこと

を報告した。 

 



2360 研究責任者：大沼毅紘（皮膚科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「粘膜型/末端黒子型メラノーマにおけるニボルマブ+イピリムマブ併用療法の

一次治療と抗 PD-1 抗体単剤療法の一次治療（無効後ニボルマブ+イピリムマ

ブを含む）の効果に関する他施設共同後ろ向き研究」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.28）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2228 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「成人男性における血中テストステロンと ウエストヒップ比についての検討」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.28）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） 

変更（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 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.28）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1847 研究責任者：榎本信幸（内科学第一） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「消化器癌の治療法選択・治療効果予測・良悪性診断・早期診断を目指した体液

生検法の開発」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2391 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「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に脳卒中を発症した患者の臨床的特

徴を明らかにする研究   -今後拡大が予測される COVID-19 への対策の模

索-」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.24）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1771 研究責任者：木内博之（脳神経外科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「脳神経外科疾患の臨床的予後予測因子の研究」 

第 243 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2020.12.24）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。 

 

2372 研究責任者：堤 貴大（内科学第三） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「加齢男性性腺機能低下症候群の男性ホルモン補充治療における体型変化-テス

トステロン作用低下を示す他覚的因子の同定-」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.5）にて、承認となったことを報告し



た。 

 

2378 研究責任者：高野伸一（内科学第一） 

新規（遺伝子解析研究） 

課題名「胆道腫瘍の病態解明・診断能向上を目指した臨床病理遺伝子研究」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.8）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2380 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「花粉症患者における口腔アレルギー症候群(OAS) に関する患者調査」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.6）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2203 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「原発性免疫不全症候群患者の管理における感染予防の実践と副反応の実態に

関する全国調査」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.8）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2383 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「転移性脳腫瘍の全脳照射による頭髪脱毛：多施設共同前向き観察研究」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.8）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2389 研究責任者：尾畑純栄（内科学第二） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「レセプトおよび DPC データを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資

する研究」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.7）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2003 研究責任者：大西 洋（放射線医学） 

変更（遺伝子解析研究） 

課題名「非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関する全エク

ソーム解析による研究」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.6）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

2404 研究責任者：井上克枝（臨床検査医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「soluble CLEC-2(C-type lectin-like receptor)を利用した COVID-19 患者の

血小板活性化状態の評価および血小板内 SARS-CoV-2 検出の可能性」 

第 244 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.5）にて、承認となったことを報告し



た。 

 

1470 研究責任者：川村龍吉（皮膚科学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「ヒト皮膚・粘膜樹状細胞 HIV 感染における新規抗 HIV 薬の効果」 

第 245 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.14）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1830 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「前立腺全摘除術後の機能障害に対する対処管理プログラムの開発と検証」 

第 245 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.15）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1913 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「尿中の膀胱上皮細胞を用いた下部尿路症状および下部尿路機能障害をきたす

疾患の新たな診断方法の開発」 

第 245 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.14）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2243 研究責任者：佐野千尋（看護部） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児がん患者の母親が退院直後に感じた退院支援の効果とニーズに関する研

究」 

第 245 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.15）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2370 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「膵癌術前化学療法時の遠位胆管狭窄に対する内視鏡的経乳頭的胆管ドレナー

ジにおける 6mm 径 Fully covered self-expandable metal stent の多施設共

同第Ⅱ相試験」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2371 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「家族性膵癌家系または遺伝性腫瘍症候群に対する早期膵癌発見を目指したサ

ーベイランス方法の確立に関する試験」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）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） 

新規（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 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2351 研究責任者：大日向陽子（基礎・臨床看護学） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「炎症性腸疾患患者が継続しやすい主体的な食生活構築のための看護の検討」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）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） 

変更（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 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）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 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1960 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「脳脊髄液の循環機構の解明」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）にて、承認となったことを報告

した。 

 

1644 研究責任者：新見 学（分子病理） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「動脈硬化に関連する血漿脂質・タンパク質の解析」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.20）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2392 研究責任者：河口賀彦（外科学第一） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「食道癌術前化学療法の奏効と再発形式の関連を明らかにするための多施設共

同後ろ向き観察研究」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2393 研究責任者：荒木拓次（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「正常肝患者における造影 CT 上の門脈体循環短絡の有無の検討」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.22）にて、承認となったことを報告



した。 

 

2394 研究責任者：荒木拓次（放射線医学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「動脈径変化と PSE 後の門脈圧低下の検討―血行動態モデルを用いた PSE 前後

の門脈圧変化の予測―」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

Y0010（2228） 研究責任者：宮崎朝子（クアハウス石和） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「成人男性における血中テストステロンとウエストヒップ比についての検討」 

第 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.21）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2361 研究責任者：松野登和（検査部） 

変更（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 246 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.22）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2382 研究責任者：小林杏奈（小児科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「小児期発症ネフローゼ症候群に対してリツキサン®投与後に発現した低ガンマ

グロブリン血症に関する調査研究」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.29）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2385 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「褥婦は産後に生じる身体的変化に何故戸惑いを感じるのか」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.26）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2171 研究責任者：田邉玲子（看護部） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「新生児治療回復室退院前の子どもをもつ母親の母子同室に対する認識」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.3）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

1317 研究責任者：植松 学（内科学第二） 

変更（人を対象とする医学系研究） 

課題名「虚血性心疾患または心不全症例の長期予後に関わる因子の解析研究」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.29）にて、承認となったことを報告

した。 

 



 

2395 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「高齢女性における骨盤底筋訓練実施時の骨盤底筋と腹横筋の関連性の分析」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.29）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2010 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「質量分析と機械学習を用いた乳がん判別システムの構築」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.1.29）にて、承認となったことを報告

した。 

 

2415 研究責任者：三井 広（皮膚科学） 

新規（人を対象とする医学系研究） 

課題名「アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの効果（有効性）を予測するための

バイオマーカーの探索」 

第 247 回医学部倫理委員会（迅速審査）（2021.2.3）にて、承認となったことを報告し

た。 

 

５．その他 

  13：50～14：05 倫理審査に関する勉強会を行った。 


