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倫理委員会議事要旨 

 

日  時：令和 2年 1月 20日（月） 15：57～16：44 

場  所：第一会議室 （本部管理棟 2階） 

出席者：松野委員長、西條委員、大崎委員、藤尾委員、小林委員、山本委員、藤井委員、八重樫

委員、金委員、松倉委員、鈴木委員 

欠席者：寺尾委員 

陪席者：沖崎遺伝子研究・診療等専門委員会委員、岩佐研究支援課長、長谷川特任専門員、阿部

研究協力係長、西塚事務補佐員、横山特定業務職員（記） 

 
議題１．申請課題の審査について 

 

No. 19167：「弱視の網脈絡膜構造解析」  

研究責任者：眼科学講座 講師（学内） 西川 典子 

審査結果 ：承認 

                    資料 1 

細胞・臓器利用等専門委員会委員長の大崎委員より、本研究の概要の説明があった。 

審議の結果、本研究は医学的かつ倫理的に配慮がなされ、適切に実施されるものとして、学長

に答申することとした。 

 

№ 19168 ：「ローズマリー揮発成分の健康増進効果の検証」 

研究責任者：社会医学講座（衛生学･健康科学分野，公衆衛生学･疫学分野） 教授 吉田 貴彦 

審議結果 ：継続審査 

資料 2 

遺伝子研究・診療等専門委員会委員長の西條委員より、本研究の概要の説明があった。 

審議の結果、以下の指摘を行うこととし継続審査することにした。 

 

・ローズマリープランターの一定条件を満たす基準の有無 

・対象者の健康条件および検査結果の偶発的所見への対処 

・研究成果の使途詳細を明示する 

・謝金支払いに伴う個人情報の管理方法 

 

 

№ 19196 ：「ダ・ヴィンチ手術システムを用いたロボット支援呼吸器外科手術」 

研究責任者：呼吸器センター 北田 正博 

審議結果 ：修正後承認 

                    資料 3 

遺伝子研究・診療等専門委員会委員長の西條委員より、本研究の概要の説明があった。 

松野委員長より資料 3-2 のとおり臨床研究支援センターから提出されたモニタリングに関する

「リスク評価シート」の説明があった。 

審議の結果、以下の修正を行うこととし、委員長の確認を得た後、学長に答申することにした。 

・患者説明文書を推敲し修正すること 
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迅速審査報告                                 

資料 4 

松野委員長から、資料 4 のとおり迅速審査が 16 件あり、大崎委員、西條委員に迅速審査をお

願いした結果、承認された旨の発言があった。 

 

議題２．その他 

 

・有害事象報告 

No.16224-3：「心臓サルコイドーシスに対する抗菌薬治療の臨床的有用性を検討する探索的試験」  

研究責任者：第一内科 助教 坂本 央 

 

資料 6 

松野委員長から、資料 6のとおり有害事象報告があった旨の報告があった。 

審議の結果、研究の継続について因果関係は否定できないが継続を了承するものとし、学長

に答申することとした。 

 

・2020年度倫理委員会開催スケジュール(案)について 

資料 5 

松野委員長から、資料 5のとおり 2020年度の倫理委員会年間スケジュール(案)を提案する

旨、発言があった。 

 



迅速審査一覧

（ 2020.1.20報告）

通番 承認番号 主任研究者氏名 主任研究者所属 主任研究者職名 研究課題名 承認日 審議結果 備考

1 19129 北田　恵美
修士課程看護
学専攻

大学院生
出産準備教室における助産師の帝王
切開に関する情報提供の実態と認識

R1.12.25 

看護研究等専門委員
会による迅速審査の
結果、承認

侵襲を伴わない研究で
あって介入を行わない
もの

2 19154 南　幸範
呼吸器セン
ター

講師（学内）

複数生物学的製剤使用環境下におけ
る重症喘息前向きコホート研究-
PROSPECT研究-

R1.12.25 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

当該研究の全体につい
て共同機関において承
認されているもの

3 19098-2 北田　正博
乳腺疾患セン
ター

教授（病院）
BRCA遺伝学的検査に関するデータ
ベースの作成（№19098の変更申請）

R1.12.25 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更

4 18232-2 牧野　志津 看護学講座 助教

遠隔地にある訪問看護ステーション
と大学病院の「より良い連携」を目
指す取り組みによりもたらされる変
化とその過程（№18232の変更申請）

R1.12.25 

看護研究等専門委員
会による迅速審査の
結果、承認

研究計画の軽微な変更

5 19137 宮川　京大 病理部 臨床検査技師

術中迅速細胞診標本における中枢神
経原発悪性リンパ腫と高悪性度神経
膠腫の検討

R2.1.10 

細胞・臓器利用等専
門委員会による迅速
審査の結果、承認

侵襲を伴わない研究で
あって介入を行わない
もの

6 19170 林　秀樹 放射線部 副技師長
スキャナ感度補正ソフトを用いた
フィルム検証精度の検討

R2.1.10 

細胞・臓器利用等専
門委員会による迅速
審査の結果、承認

侵襲を伴わない研究で
あって介入を行わない
もの

7 18005-3 岩山　訓典 薬剤部 主任薬剤師
掌蹠膿疱症に対する治療薬の使用実
態調査(№18005-2の変更申請）

R2.1.10 

細胞・臓器利用等専
門委員会による迅速
審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更

8 19173 藤谷　幹浩

内科学講座
（消化器・血
液腫瘍制御内
科学分野）

准教授
多施設後ろ向き観察研究「胃癌AI診
断の精度向上」のための研究

R2.1.10 

細胞・臓器利用等専
門委員会による迅速
審査の結果、承認

侵襲を伴わない研究で
あって介入を行わない
もの

9 796-10 千石　一雄
産婦人科学講
座

教授
環境省「子どもの健康と環境に関す
る全国調査（エコチル調査）」
(No.796-9の変更申請)

R2.1.10 

細胞・臓器利用等専
門委員会による迅速
審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更

10 17188-3 吉田　晃敏 旭川医科大学 学長
光干渉断層計（OCT）血流計を用いた
網膜血流信号解析に関する臨床研究
(№17188-2の変更申請）

R2.1.10 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更

11 19163 南　幸範
呼吸器セン
ター

講師（学内）

日本における閉塞性肺疾患のフェノ
タイプ及びエンドタイプを評価する
ことを目的とした前向きコホート研
究（the TRAIT study）

R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

当該研究の全体につい
て共同機関において承
認されているもの

12 19165 宮本　敏伸
産婦人科学講
座

講師

日本産婦人科学会　倫理委員会登
録・調査小委員会生殖補助医療（Ａ
ＲＴ）登録事業及び登録情報に基づ
く研究

R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

当該研究の全体につい
て共同機関において承
認されているもの

13 19169 本間　大　
国際医療支援
センター

教授

中等症から重症の慢性局面型乾癬患
者を対象とした多国間プロスペク
ティブ観察コホート研究［Multi-
Country Prospective
ObserVAtionaL, Cohort Study of
Patients with Moderate to Severe
Chronic PlaqUE Psoriasis
（VALUE）］

R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

当該研究の全体につい
て共同機関において承
認されているもの

14 19171 庄中　達也
外科学講座
（消化管外科
学分野）

講師（学内） 急性虫垂炎の適切な術式選択の検討 R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

侵襲を伴わない研究で
あって介入を行わない
もの

15 18279-2 飯沼　晋 皮膚科 助教
三学会合同抗菌薬感受性サーベイラ
ンス　–皮膚科領域感染症–(№18279
の変更申請）

R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更

16 17193-2 中川　直樹 第一内科 講師

家庭血圧測定機能および身体活動計
搭載のマルチセンサーABPMを用いた
ICTによる全国血圧追跡研究（№
17193の変更申請）

R2.1.15 

遺伝子研究・診療等
専門委員会による迅
速審査の結果、承認

研究計画の軽微な変更
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