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倫理委員会議事要旨 

 

日  時：令和 2年 4月 20日（月） 15：58～16：20 

場  所：病院会議室（緑が丘テラス 2階） 

出席者：松野委員長、三好委員、小林委員、西條委員、沖崎委員、山本委員、八重樫委員、金委

員、鈴木委員 

欠席者：藤井委員、松倉委員、寺尾委員 

陪席者：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） 

 
議題に入る前に、松野委員長より、新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言について 4/16（木）

に対象地域が全都道府県に拡大されたことを踏まえ以下の説明があった。 
・延期等も検討したが外部委員の出席意向を再確認のうえ、会場を変更し密閉・密集・密接を

避けることにより開催決定したこと。 
・事前配付していた審査書類 6 課題中 2 件のみ本委員会で審査し、残り 4 件は迅速審査で対応

することで審議課題を最小限に抑え時短に努める。 
 
その後、今年度から新たな委員である三好委員及び沖崎委員の紹介があった。資料に基づき今

年度の専門委員会委員の報告があった。 
資料 8 

議題１．申請課題の審査について 

 

№ 19248 ：「片側巨脳症の分子病態の解析」 

研究責任者：小児科学講座 講師 高橋 悟 

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。 

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。 

・患者説明文書の対象者参加期間を適切に修正すること。 

 

№ 20002 ：「人工赤血球製剤の臨床への橋渡し研究」 

研究責任者：小児科学講座 特命教授 東 寛 

審議結果 ：承認 

                    資料 6 

細胞・臓器利用等専門委員会委員長の山本委員より、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。 

 

迅速審査報告                                 

資料 7 

松野委員長から、資料 7 のとおり迅速審査が 81 件あり、西條委員、山本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。 

 

その他                                 

松野委員長から 4月末で任期満了の松倉委員が退任する旨の説明があった。 



迅速審査一覧
（ 2020.4.20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 18130-2 安濃 英里 緩和ケア診療部 助教
疼痛治療における院内特殊製剤1.5%ケタミ
ン親水軟膏の有用性の検討（№18130の変
更申請）

R2.3.24

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

2 19200 日野岡　蘭子 看護部 看護師長
小児ストーマ造設部位の臍部と臍部以外の
ケア評価の比較検討

R2.3.24

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

3 18282-2 柳　靖雄 眼科学講座 教授
旭川医科大学病院ならびに多施設における
眼科疾患の臨床像に関する後ろ向き観察研
究（№18282の変更申請）

R2.3.24

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

4 19210 和田　始 脳神経外科 講師
LDLコレステロールと頸動脈ステント留置
術後のステント内内膜過形成に関する研究

R2.3.24

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

5 19142-2 笠茂　紗千子
インスティ
テューショナル･
リサーチ室

助教
医療ビッグデータを活用した本邦の排尿障
害治療薬処方実態（№19142の変更申請）

R2.3.24

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

6 19005-2 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

クローン病におけるカプセル内視鏡検査の
有用性・安全性に関する多施設共同前向き
研究
Multicenter prospective registration
study of efficacy and safety of
capsule endoscopy in Crohn’s disease
patient in Japan (SPREAD-J study)
（№19005の変更申請）

R2.3.24

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

7 19215 大関　智史
インスティ
テューショナル･
リサーチ室

講師
入学者選抜方法と学修成果の相関に関する
考察

R2.3.24

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

8 19131-2 綱元　亜依 看護学講座 助教
クリティカルケアに携わる卒後3年以内の
看護師の日常生活援助における臨床判断
（№19131の変更申請）

R2.3.24

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

9 19021-2 酒井　周平
ICUナースステー
ション

看護師
開心術を受ける患者の手術リスク予防アド
ヒアランス尺度の開発と看護支援の検討
(№19021の変更申請）

R2.3.24

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

10 16168-4 谷　祐児 経営企画部 准教授
情報公開が進まない中小規模民間病院に着
目した現状把握と存続をかけた戦略モデル
構築（No.16168-3の変更申請）

R2.3.24

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

11 18161-3 井上　正朝 薬剤部 薬剤師
抗レトロウイルス用薬治療患者におけるお
薬手帳利用状況及び相互作用、副作用発現
状況の実態調査（№18161-2の変更申請）

R2.3.24

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

12 14119-3 奥田　勝博 法医学講座 助教
法医診断の精度向上を目指す画像検査の利
用方法の確立に関する研究（№14119-2の
変更申請）

R2.3.24

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

13 19180 阿部　里見 整形外科学講座 講師（学内）
日本小児整形外科学会疾患登録（JPOAレジ
ストリー）

R2.3.26

委員長が指名する委員
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 19198 中川　貞裕 放射線部 診療放射線技師
磁気共鳴画像による肝臓脂肪定量評価の再
現性の検討

R2.3.26

委員長が指名する委員
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 19203 上田　麻衣 皮膚科 医員 棘融解を伴う脂漏性角化症の病理学的検討 R2.3.26

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

16 19205 宮川　京大 病理部 臨床検査技師

早期肺腺癌(上皮内腺癌、微少浸潤性腺癌)
における気管支擦過/気管支肺胞洗浄細胞
診の有用性と細胞形態学的特徴

R2.3.26

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

17 19212 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
チオプリン製剤服用中の患者の妊娠・出産
の安全性と児のNUDT15遺伝子多型との関連
解析

R2.3.26

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



迅速審査一覧
（ 2020.4.20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

18 16215-3 神田 恵 麻酔科蘇生科 講師（学内）
HIV関連末梢神経障害についてのアンケー
ト調査(№16215の変更申請）

R2.3.26

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

19 17133-2 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
家族性地中海熱遺伝子関連腸炎の診断法確
立（№17133の変更申請）

R2.3.26

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

20 19217 北野　陽平 第二内科 助教
遺伝子診断における超音波内視鏡下生検の
有用性の検討

R2.3.26

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

21 19027-2 神田　浩嗣
麻酔・蘇生学講
座

准教授
神経ブロック施行における包括的凝固能検
査を用いた検討(№19027の変更申請）

R2.3.26

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

22 19221 黒坂　友里恵 栄養管理部 栄養士 胃切除術後のせん妄発症因子の検討 R2.3.26

委員長が指名する委員
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

23 18064-2 眞鍋　貴行
臨床研究支援セ
ンター 助教

糖尿病治療におけるDPP-4阻害薬の各種臓
器（合併症）に与える影響に関する後ろ向
き観察研究（№18064の変更申請）

R2.3.26

委員長が指名する委員
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

24 15011-3 小林　博也
病理学講座（免
疫病理分野）

教授
免疫チェックポイント阻害薬を用いた癌免
疫治療におけるヒト免疫反応・癌組織解析
等に関する研究（№15011の変更申請）

R2.3.26

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

25 19070-2 中島　香織 放射線医学講座 講師
全国放射線治療症例に基づく放射線治療の
実態調査および質評価(№19070の変更申
請）

R2.3.26

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

26 18243-2 齊藤　仁十
脳神経外科学講
座

助教
脳血管内治療におけるカテーテルの親水
コーティング塞栓に関する研究（№18243
の変更申請）

R2.3.26

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

27 16231-2 宮本　敏伸 産科婦人科 講師
不妊・不育症患者の実態と生殖補助医療技
術による妊孕性の向上に関する研究（№
16231の変更申請）

R2.3.26

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

28 19132-2 和田　直樹
腎泌尿器外科学
講座

講師

タダラフィルで効果不十分の男性過活動膀
胱に対するフェソテロジンもしくはビベグ
ロンの追加併用効果に関する無作為化比較
試験－多施設共同研究－ Add-on Effect
of Fesoterodine and Vibegron for Male
Overactive Bladder Treated with
Tadalafil Multicenter Randomized
Comparative Study (FAVORITE Study)(№
19132の変更申請）

R2.3.26

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

29 18142-2 大谷 将秀 救急科 助教
胃癌術後の栄養状態および胃切除後障害に
関する検討（№18142の変更申請）

R2.3.27

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

30 17218-3 大谷　将秀 救急科 助教
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の
鼠径ヘルニアの検討（№17218-2の変更申
請）

R2.3.27

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

31 19219 本間　大
国際医療支援セ
ンター

教授

A Multicenter, Open Registry of
Patients with Psoriasis Who Are
Candidates for Systemic Therapy
Including Biologics (PSOLAR®)
生物学的製剤を含む全身性治療薬の適応候
補となる乾癬患者を対象とした多施設共同
オープンレジストリ(PSOLAR®)

R2.3.27

細胞・臓器利用等専門
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

32 15008-3 阿部　里見 整形外科学講座 講師（学内）
動態解析による人工膝関節置換手術術後の
膝関節機能評価（№15008-2の変更申請）

R2.3.27

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

33 162-4 阿部　里見 整形外科学講座 講師（学内）
軟骨再生の至適条件の検討（№162、
1400、162-3の変更申請）

R2.3.27

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



迅速審査一覧
（ 2020.4.20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

34 796-11 西條　泰明 社会医学講座 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.796-10の変更
申請)

R2.3.27

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

35 224-8 高原　幹
耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

講師
扁桃病巣感染症の発症メカニズムの解析
（No.224-7の変更申請）

R2.3.27

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

36 19214 小林　博也
病理学講座免疫
病理分野

教授
乳癌患者におけるCD47，PD-L2発現と予後
に関する検討

R2.3.30

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

37 17066-2 林　健太郎 麻酔科蘇生科 助教
遠隔医療を利用したエコー診断およびエ
コーガイド下処置の有用性に関する検討
（№17066の変更申請）

R2.3.30

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

38 16199-2 矢野　喜一 麻酔科蘇生科 助教
三次元経食道心エコー検査で計測した右心
室駆出率・容積の正確性に関する検討（№
16199の変更申請）

R2.3.30

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

39 19034-2 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
炎症性腸疾患患者由来オルガノイドを用い
た臨床経過や治療薬効果の予測技術確立に
関する研究(№19034の変更申請）

R2.3.30

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

40 19124-2 髙橋　裕香子 麻酔科蘇生科 医員
多角的鎮痛法が周術期疼痛と鎮痛薬使用量
に及ぼす影響(№19124の変更申請）

R2.3.30

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

41 15005-4 長門　利純
病理学講座（免
疫病理分野）

講師
頭頸部癌における癌抗原および免疫関連分
子の発現解析（№15005-3の変更申請）

R2.3.30

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

42 19227 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

EGFR遺伝子変異を有する未治療進行非小細
胞肺癌に対するゲフィチニブ単独療法とゲ
フィチニブ/カルボプラチン/ペメトレキセ
ド併用療法との第Ⅲ相比較試験（NEJ009）
の追跡調査研究

R2.3.30

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

43 460-5 迫　康仁 寄生虫学講座 教授
エキノコックス症並びに関連疾患の鑑別に
必要な免疫学的検査、遺伝子検査(№
460,564,1435,460-4の変更申請)

R2.3.30

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

44 17043-3 安田　俊介
遠隔医療・介護
共同研究講座

助教
トリプルネガティブ乳癌における早期再発
診断に関する検討（№17043の変更申請）

R2.3.30

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

45 16111-4 横山　博一
外科学講座心臓
大血管

客員助教
数値流体力学による大動脈解離の壁（中
膜）性状評価(№16111-3の変更申請）

R2.3.30

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

46 18170-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

Cell free DNA を用いた次世代シーケン
サーによる multiplex 遺伝子解析の有効
性に関する前向き観察研究　第 2.1 版　-
LC SCRUM Japan RET 融合遺伝子等の低頻
度の遺伝子変化陽性肺癌の 臨床病理学
的、分子生物学的特徴を明らかにするため
の 前向き観察研究-の付随研究（№18170
の変更申請）

R2.3.30

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

47 18291-3 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に
対するアテゾリズマブの多施設共同前向き
観察研究：（J-TAIL）におけるバイオマー
カー探索研究(№18291の変更申請）

R2.3.30

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

48 19065-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医
療の確立を目指した、遺伝子スクリーニン
グとモニタリングのための多施設共同前向
き観察研究（LC-SCRUM-Asia）（№19065の
変更申請）

R2.3.30

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

49 18242-2 鷹架　健一 麻酔科蘇生科 助教
筋弛緩モニター使用の有無とロクロニウ
ム・スガマデクス使用量の関係に関する後
ろ向き調査（№18242の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更



迅速審査一覧
（ 2020.4.20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

50 18251-2 小野寺　美子 手術部 講師
神経ブロックに伴う鎮静時に有害事象が生
じる因子の検討（№18251の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

51 19211 野中　雅人 看護学講座 助教
高齢者看護学実習におけるルーブリック評
価の導入による学生の学びの変化～一般病
院における実習を通して～

R2.3.31

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

52 15088-2 谷野　弘昌 整形外科学講座 講師
特発性大腿骨頭壊死症患者のQOLに影響を
及ぼす要因の検討（№15088の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

53 19055-2 中島　和英
修士課程看護学
専攻

大学院生
化学療法を継続する進行・再発非小細胞肺
がん患者におけるがん関連疲労の体験
（No.19055の変更申請）

R2.3.31

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

54 18038-3 林　健太郎 麻酔科蘇生科 助教
経食道心エコーによるストレインを用いた
心機能評価の有用性の検討(№18038-2の変
更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

55 17141-3 飯田　高史 麻酔科蘇生科 講師（学内）

両側人工膝関節置換術（Total Knee
Arthroplasty : TKA）の術後鎮痛における
超音波ガイド下大腿神経ブロックと内転筋
管ブロックの効果の比較(№17141-2の変更
申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

56 17143-2 飯田　高史 麻酔蘇生学講座 講師（学内）

全人工股関節置換術に対する術後鎮痛法と
しての腰方形筋ブロックの有用性の検討
（№17143の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

57 14027-3 畑山　真弓 第三内科 医員

同種造血細胞移植における鉄および炎症性
関連マーカーの解析　多施設共同前向き臨
床観察研究（YBMTG011）（№14027-2の変
更）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

58 16099-3 服部　ユカリ 看護学講座 教授
地域在住高齢者の生活状況と写真に関する
関心との関連（№16099-2の変更申請）

R2.3.31

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

59 17236-2 妹尾　一誠 整形外科学講座 助教
電子式背部傾斜計の導入による脊柱側弯症
検診の発見精度向上（№17236の変更申
請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

60 18213-2 本田  聖奈 眼科 視能訓練士
旭川医科大学病院における弱視治療成績
（№18213の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

61 18016-2 藤木　みさお
修士課程看護学
専攻

大学院生
看護師養成所の看護教員の就業継続意思に
関連する要因（№18016の変更申請）

R2.3.31

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

62 652-4 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

胸部薄切CT所見に基づく肺野型早期肺癌に
対する縮小切除の第II相試験
(JCOG0804/WJOG4507L)　（No.652-3 の変
更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

63 14188-3 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるMUC4
遺伝子多型とEGFR-TKIによるILD発症との
相関性を検証するためのコホート内ケース
コントロールスタディ （NEJ022A）（№
14188-2の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

64 15087-5 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

包括的遺伝子変異検査システム(MINtS)構
築研究 (NEJ021A)（№15087-4の変更申
請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

65 16160-4 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

液体生検で診断したEGFR変異遺伝子陽性高
齢者肺癌に対するEGFRチロシンキナーゼ阻
害薬の第Ⅱ相試験（ALCSG-03）(№16160-3
の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

66 16238-3 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

EGFR遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞肺
がん患者における第1/2世代および第3世代
EGFR-TKI投与後の IGFシグナル関連分子の
発現に関する多施設共同前向き観察研究
（HOT1601）(№16238-2の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更



迅速審査一覧
（ 2020.4.20報告）
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67 16239-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）
悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研
究(№16239の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

68 17187-4 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

特発性肺線維症(IPF)合併非小細胞肺癌に
対する 周術期ヒルフェニドン゙ン療法の術後
急性増悪抑制効果に関する第III相試験
（NEJ034）（№17187-3の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

69 17258-3 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）
胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研
究（17258-2の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

70 18131-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエ
ルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験のPFS
とOSの追加解析 （WJOG5108LFS）（№
18131の変更申請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

71 18241-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に
対するアテゾリズマブの多施設共同前向き
観察研究：(J-TAIL)（№18241の変更申
請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

72 19066-2 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　
―呼吸器領域感染症―（№19066の変更申
請）

R2.3.31

委員長が指名する委員
による迅速審査の結
果、承認

研究計画の軽微な変更

73 19222 長門　利純
病理学講座（免
疫病理分野）

講師
上咽頭癌の病態解明に向けた分子生物学
的・免疫学的解析

R2.4.13

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

74 19225 片田　彰博
耳鼻咽喉科・頭
頸部外科学講座

准教授
咽喉頭がんに対する経口的切除の有効性・
安全性に関する研究

R2.4.13

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

75 14148-5 齊藤　仁十
脳神経外科学講
座

助教
Flow Insight を用いた脳血流の検討（№
14148-4の変更申請）

R2.4.13

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

76 1260-5 長森　恒久 小児科 講師（学内）
原発性免疫不全の遺伝子検索（№1260、
1603、1260-4の変更申請）

R2.4.13

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

77 18265-2 松本　成史　
教育研究推進セ
ンター

教授
新規陰茎硬度計測装置の評価検証(№18265
の変更申請）

R2.4.13

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

78 1346-4 片山　英人 産婦人科学講座 准教授
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦
人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づ
く研究(№1346-3の変更申請）

R2.4.13

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

79 17129-3 菅原　亜美 麻酔科蘇生科 助教
デクスメデトミジンの周術期・検査・治療
時等における有用性の検討(№17129-2の変
更申請）

R2.4.13

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

80 16122-3 菅原　亜美 麻酔科蘇生科 助教
プロポフォール・レミフェンタニル相互作
用モデルの予測精度の検討（後方視的研
究）(№16122-2の変更申請）

R2.4.13

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

81 17228-3 土井　春樹 皮膚科学講座 助教
皮膚リンパ腫臨床統計調査研究(№17228-2
の変更申請）

R2.4.13

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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