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倫理委員会議事要旨 

 

日  時：令和 2 年 6 月 22 日（月） 16：01～17：10 

場  所：病院会議室（緑が丘テラス 2 階） 

出席者：西條委員（委員長代行）、三好委員、小林委員、沖崎委員、山本委員、藤井委

員、八重樫委員、金委員、寺尾委員、鈴木委員、永江委員 

欠席者：松野委員長 

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） 

 
議事に入る前に、松野委員長が欠席のため倫理委員会第 5 条 3 に基づき、あらかじ

め委員長から指名されている西條委員が議事進行を代行する旨の説明があった。 
 
その後、新型コロナウィルス感染拡大により 5 月の倫理委員会を休止したため、5 月

1 日に新たに就任した学外委員の 永江 雅邦 住職の紹介があった。 
また前年度に引き続き 金 昌宏 弁護士の就任の説明があった。 

資料 10 
 
議題１．申請課題の審査について 

 

№ 20009  ：「学童期に小児がん治療を受けた子どもの長期入院における心の糧」 

研究責任者：修士課程看護学専攻 大学院生 矢田 しずえ 

審議結果 ：修正後承認 

                    資料 1 

研究責任者の矢田大学院生より、本研究の概要の説明があった。 

矢田大学院生が退席後審議の結果、以下の修正を行うこととし西條委員の確認を

得た後、学長に答申することにした。 

 

・IC レコーダーで録音した音源の保存・取扱を各書類に追記すること 

・「予想される不利益」は書類間で整合性をとり、保護者向け説明文書へ精神的負担

の詳細を追記すること 

 

№ 19172  ：「上咽頭擦過療法が上咽頭組織に及ぼす影響について」 

研究責任者：頭頸部癌先端的診断･治療学講座 特任講師 熊井 琢美 

審議結果 ：承認 

                    資料 2 

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。 

 

№ 19228  ：「人工肛門閉鎖術前の空置腸管への GFO 投与による腸内フローラの変化」 

研究責任者：外科学講座（消化管外科学分野） 講師(学内） 庄中 達也  

審議結果 ：修正後承認 

                    資料 3 
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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 

審議の結果、以下の修正を行うこととし西條委員の確認を得た後、学長に答申する

ことにした。 

 

・栄養剤 GFO の入手方法や費用負担について各書類に明記すること 

 

№ 19246 ：「光干渉血管撮影（OCT アンギオグラフィ）および光干渉断層計（OCT）を

用いた小児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 

審議結果 ：修正後承認 

                    資料 4 

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、以下の修正を行うこととし西條委員の確認を得た後、学長に答申する

ことにした。 

 

・散瞳薬によるアレルギーなど健康被害が発生した場合の治療費負担について各書

類を適切に修正すること 

 

№ 19254  ：「生体腎移植マージナルドナーに対する術前栄養指導の有効性の検証」 

研究責任者：栄養管理部 栄養士 黒坂 友里恵  

審議結果 ：条件付き承認 

                    資料 5 

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。 

なお本研究は「侵襲の無い介入研究」と判定されたためデータベース登録を条件と

して承認する旨、西條委員より付言があった。 

 

№ 20030  ：「指爪の微小変形を利用した心拍計測手法の有効性評価研究」 

研究責任者：先進医工学研究センター 講師 井上 雄介 

審議結果 ：修正後承認 

                    資料 6 

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西條委員の確認を得た後、学長に答申する

ことにした。 

 

・中学生向けのアセント文書の難解な表記を適切に修正すること 

 

№ 20031  ：「機能性消化管障害患者を対象とした消化管粘膜アドミッタンスと症状

スコアの比較研究」 

研究責任者：内科学講座 消化器血管腫瘍学分野 教授 奥村 利勝 

審議結果 ：承認 

                    資料 7 

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
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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 8 

西條委員から、資料 8 のとおり迅速審査が 94 件あり、あらかじめ迅速審査を指名さ

れている西條委員、山本委員が審査した結果、承認された旨の発言があった。 

 

有害事象報告 

 

① № 17187 ：「特発性肺線維症(IPF)合併非小細胞肺癌に対する 周術期ピルフェニ

ドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験（NEJ034）」 

研究責任者： 呼吸器センター 講師（学内） 佐々木 高明 

資料 9-1 

 

② № 19163 ：「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）」 

研究責任者： 呼吸器センター 講師（学内） 南 幸範  

資料 9-2 

西條委員から、資料 9-1、9-2 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、2 課題ともに研究の継続について因果関係は否定できるため継続を了

承するものとし、学長に答申することとした。 

 

その他 

 臨床研究法該当課題の中止について                      

3 月の本委員会で中止依頼と有害事象報告があった麻酔科の「ランジオロール塩酸

塩の血中濃度測定による薬物動態に関する検討」について阿部研究協力係長から以下

の説明があった。 

 

・UMIN のログイン制限および利用資格について 

・研究データの保管状況について 



迅速審査一覧
（ 2020.6.22報告）

通番 承認番号 審査区分 研究責任者氏名 研究責任者所属 職名 研究課題名 承認日

1 19229 新規 岡　秀治 小児科学講座 助教 先天性心疾患患者でのバイオマーカーによる血行動態推定 R2.4.21

2 19232 新規 更科　岳大 小児科学講座 助教
エミシズマブ定期投与中のFVIIIインヒビターを保有しない先天性血友病A
患者における，身体活動及び出血イベント，日常生活の質，安全性を評価
する多施設共同，前向き観察研究

R2.4.21

3 19233 新規 本間　大 国際医療支援センター 教授 乾癬における表皮構築メカニズムに関する研究 R2.4.21

4 19239 新規 山本　明美 皮膚科学講座 教授 平滑筋腫の病理組織学的検討 R2.4.21

5 19192 新規 松下　和香子 外科学講座（消化管外
科学分野）

特任教員 S状結腸および直腸癌手術後の肛門機能の評価と回復過程の検討 R2.4.23

6 19223 新規 藤井　聡 臨床検査医学講座 教授 健常人で検出される心筋トロポニンの意義解明とその調節因子探索のため
の多角的研究

R2.4.23

7 18273-4 変更 佐藤　遊洋 社会医学講座 助教 職場の環境要因が口腔の健康に与える影響を明らかにする観察研究(№
18273-3の変更申請）

R2.4.23

8 19230 新規 岡　秀治 小児科学講座 助教 小児期に治療した血液および悪性腫瘍疾患患者における心筋障害発症の評
価

R2.4.23

9 19231 新規 南　幸範 呼吸器センター 講師（学内）
本邦リアルワールドでの重症喘息における生物学的製剤の使用実態および
効果に寄与する因子の検討

R2.4.23

10 18188-2 変更 吉田　晃敏 旭川医科大学 学長 診療録情報を共有対象としたモバイル環境における医師対医師型遠隔医療
の有用性評価（№18188の変更申請）

R2.4.23

11 1043-3 変更 高橋　悟 小児科 講師 良性乳児けいれん／発作性運動誘発性舞踏アテトーゼにおける分子遺伝学
基盤の解明（№1043-2の変更申請）

R2.4.23

12 17257-3 変更 村田　絵吏　 リハビリテーション部 作業療法士
頸部郭清後の頭頸部がん患者における効果的なリハビリテーション確立の
ための身体機能障害とQOL（生活の質）の評価（№17257-2の変更申請）

R2.4.23

13 19218 新規 間瀬　智子 眼科 視能訓練士
光干渉血管撮影（OCTアンギオグラフィ）を用いた正常眼の網脈絡膜循環
と視機能の関連

R2.4.24

14 19244 新規 岡本　年男 周産母子センター 講師 乾燥臍帯を用いた一過性骨髄異常増殖症の後方視的診断 R2.4.24

15 19250 新規 岡　秀治 小児科学講座 助教 小児心疾患患者(成人先天性心疾患含む)での心臓MRIを用いた心機能解析 R2.4.24

16 19251 新規 菊地　信介
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

助教 腎移植により変化する動脈硬化関連エクソソーマルマイクロRNAに関する
研究

R2.4.24

17 19220 新規 長谷川　美登 修士課程看護学専攻 大学院生 多機能事業所で就労系障害福祉サービスを利用する精神障害者の生活の質
の実態

R2.4.30

18 17217-2 変更 服部　ユカリ 看護学講座 教授 芸術的風景写真映像による高齢者の心理生理的変化（№17217の変更申
請）

R2.4.30

19 19238 新規 堰八　麻由子 ４階西ナースステー
ション

看護師 外陰部・肛門を含む照射による粘膜炎悪化予防ケア R2.4.30

20 19216 新規 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 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実
証実験

R2.5.15

21 17121-2 変更 盛一　健太郎 遠隔医療･介護共同研究
講座

特任准教授
大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究（№17121の変更
申請）

R2.5.15

22 19241 新規 光武　遼 整形外科 医員 人工股関節全置換術術後脱臼例に対する可動域の3次元シミュレーション
による検討

R2.5.15

23 19242 新規 佐藤　順一 放射線部 技師長 放射線診療における医療被ばく実態調査および線量評価と医療被ばくデー
タベース構築の検討

R2.5.15

24 15208-2 変更 土岐　康通
内科学講座　消化器・
血液腫瘍制御内科学分
野

特任助教 血液腫瘍内科での診療患者を対象とした後方視的検討（№15208の変更申
請）

R2.5.15

25 19245 新規 坂本　祐貴 眼科 視能訓練士 黄斑疾患における色覚異常の実態調査 R2.5.15

26 19247 新規 鈴木　滋 小児科学講座 講師（学内）
小児期発症の萎縮性甲状腺炎における阻害型 TSH 受容体抗体の関与の前
方視的検討

R2.5.15

27 19249 新規 棚橋　祐典 小児科 講師 1A型糖尿病におけるインスリン開始前の低血糖に関する前向き観察研究 R2.5.15



迅速審査一覧
（ 2020.6.22報告）

通番 承認番号 審査区分 研究責任者氏名 研究責任者所属 職名 研究課題名 承認日

28 17225-4 変更 竹田　安孝 第二内科 診療助教
2型糖尿病におけるイニシンク®配合錠とエクメット®配合錠LDの有効性に
関する比較検討：多施設共同非盲検ランダム化並行群間比較試験(№
17225-3の変更申請）

R2.5.15

29 18218-3 変更 竹田　安孝 第二内科 診療助教
糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病における妊娠中・分娩時血糖コントロールと
周産期母児合併症に与える影響と妊娠中・分娩後の耐糖能の変化に関する
研究（№18218-2の変更申請）

R2.5.15

30 18202-2 変更 竹田　安孝 第二内科 診療助教 バイオアッセイ法を含む新規測定系による活性型インクレチン濃度とグル
カゴン濃度の測定（№18202の変更申請）

R2.5.15

31 19163-2 変更 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）（№19163の変更
申請）

R2.5.15

32 19184 変更 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 重症心身障害児者における腸内環境分析 R2.5.15

33 460 変更 迫　康仁 寄生虫講座 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

R2.5.15

34 17223 変更 北田　正博 乳腺疾患センター 教授（病院）
 HER2陽性HR陰性乳癌における 遺伝子HSD17B4高メチル化の有用性評価試
験（PASSION trial）

R2.5.15

35 20004 新規 柳　靖雄 眼科学講座 教授  黄斑手術における網膜光障害リスク軽減におけるNGENUITYの有用性 R2.5.15

36 19240 新規 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 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 R2.5.20

37 19243 新規 谷野　弘昌 整形外科学講座 講師 ポータブルナビゲーションシステムによる人工股関節全置換術におけるイ
ンプラント設置と脚長の精度評価

R2.5.20

38 19252 新規 藤井　聡 臨床検査・輸血部 教授 国際臨床化学連合の基準測定操作法による新生児及び小児アルカリホス
ファターゼ基準値の検討

R2.5.20

39 19253 新規 菅野　恭子 復職・子育て・介護支
援センター

助教 ウォングタイプ皮膚筋炎の臨床、病理学的検討 R2.5.20

40 20003 新規 更科　岳大 小児科学講座 助教 乳児白血病における免疫能の研究 R2.5.20

41 20005 新規 澤田　康司 第三内科 講師 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 R2.5.20

42 20011 新規 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）
悪性胸膜中皮腫患者におけるニボルマブ治療効果予測因子の探索
（HOT1901B）

R2.5.20

43 19167 変更 西川　典子 眼科学講座 講師（学内） 弱視の網脈絡膜構造解析 R2.5.20

44 20014 新規 宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）  副陰嚢・副陰唇（Accessory Labioscrotal Fold）の発生・病態について R2.5.20

45 16102 変更 岸部麻里 皮膚科学講座 准教授

アトピー性皮膚炎、先天性表皮水疱症、表皮融解性魚鱗癬などの遺伝性角
化症、先天性掌蹠角化症、先天性厚硬爪甲症、汎発性膿疱性乾癬、自己炎
症症候群、基底細胞母斑症候群、Muir Torre症候群、表皮母斑症候群、隆
起性皮膚線維肉腫、先天性乏毛症、ウェルナー症候群、多発性疣贅、化膿
性汗腺炎の診断を目的とした遺伝子解析

R2.5.20

46 16056 変更 岩山　訓典 薬剤部 主任薬剤師

免疫チェックポイント阻害薬の薬物動態および免疫原性と薬効・副作用情
報の体系的評価と適正使用法確立に関する研究-Single-Center Study of 
CHeckpoint Inhibitor Optimization based on PK/PD and ADA 
INvestigations in Real-Life Clinical Practice (CHOPIN STUDY)-

R2.5.20

47 16021 変更 神谷　隆行 眼科 助教 新規緑内障評価法の開発(緑内障における眼循環と神経活動の関連性につ
いて)

R2.5.20

48 19224 新規 福士　明里　 手術部 臨床工学技士 腹水濾過濃縮再静注法におけるポンプ処理速度と処理能力の検討 R2.5.25

49 18215-2 変更 北野 陽平 内科学講座（病態代謝
内科学分野）

講師 76歳以上の切除非適応膵癌患者に対する非手術療法の前向き観察研究（№
18215の変更申請）

R2.5.25

50 17010 変更 奥原　真仁 修士課程看護学専攻 大学院生 新卒看護師のメンタルヘルスと対人関係の関連 R2.5.27
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51 15138-6 変更 滝山　由美 内科学講座（病態代謝
内科学分野）

准教授 電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する
臨床情報収集に関する研究（J－DREAMS)№15138-5の変更申請

R2.5.28

52 18146-3 変更 菊地　信介
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

助教 重症下肢虚血におけるエクソソームの関与(No.18146-2の変更申請) R2.5.28

53 19138-2 変更 丸山　世理 麻酔科蘇生科 医員 心臓手術における術後せん妄の要因（№19138の変更申請） R2.5.28

54 20006 新規 棚橋　祐典 小児科学講座 講師 北海道における新生児乳児幼児期のビタミンD欠乏症の疫学調査 
Hospital-based Study 二次調査

R2.5.28

55 20008 新規 中島　香織 放射線科 教授（病院） 転移性脊椎腫瘍による脊髄圧迫に対する放射線治療成績 R2.5.28

56 1645 変更 石子　智士 医工連携総研講座 特任教授 落屑症候群の遺伝子的背景に関するゲノムワイド関連解析研究（№1645の
変更申請）

R2.5.28

57 20012 新規 竹内　利治
内科学講座（循環・呼
吸・神経病態内科学分
野）

講師 JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 R2.5.28

58 858 変更 木ノ内　玲子 医工連携総研講座 特任准教授
ウェルネットリンクを利用した留萌健康の駅での目のコホート研究（変更
申請）

R2.5.28

59 20016 新規  宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）
 直腸肛門奇形（鎖肛）に対するStephens-Smith手術の成績についての検
討

R2.5.28

60 18267 変更 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 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 R2.5.28

61 18185 変更 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）
非小細胞肺癌におけるBRAF_V600E遺伝子変異の発現頻度と臨床的特徴の検
討

R2.5.28

62 16004 変更 本間　大 国際医療支援センター 教授 乾癬患者における全身性合併症およびそのバイオマーカーの検討 R2.5.28

63 19113 変更 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評価（Geriatric 
Assessments）の有用性を検討するクラスターランダム化第3相比較臨床試
験（NEJ041/CS-Lung001）

R2.5.28

64 19166 変更 北田　正博 乳腺疾患センター 教授（病院）
TP53ステータス遺伝子発現プロファイル（TP53 signature）による 乳が
んの予後および治療効果の予測性の検証試験

R2.5.28

65 20010 新規 竜川　貴光
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

医員 難治性潰瘍病態に関わる毛細血管形成関連因子の探索 R2.6.1

66 20013 新規 井川　哲子 皮膚科学講座 講師 アトピー性皮膚炎を対象とした、角層のサイトカイン発現に関する研究 R2.6.1

67 20022 新規 中川　直樹 第一内科 講師 腎疾患における原因遺伝子の検索 R2.6.1

68 19033-2 変更 菅原　亜美 麻酔科蘇生科 助教 スマートパイロットビューでの麻酔効果の推移の比較検討（№19033の変
更申請）

R2.6.3

69 18159 変更 本間　大 国際医療支援センター 教授 新規乾癬患者の疫学調査 R2.6.3

70 20020 新規 佐々木　高明 呼吸器センター 講師（学内）
非小細胞肺癌におけるHer2、Met遺伝子変異の発現頻度と臨床・病理学的
特徴の検討 及び検出系の確立

R2.6.3

71 20026 新規 井川　哲子 皮膚科学講座 講師 白癬患者起因菌の各種培養および菌種同定 R2.6.3

72 19034 変更 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

R2.6.3

73 19103 変更 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 炎症性腸疾患における治療薬剤の大腸粘膜内濃度・血中濃度と臨床・組織
学的指標に関する観察研究

R2.6.3

74 19213 変更 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 ヒト血液中単離免疫担当細胞を用いた炎症性腸疾患治療薬の治療反応性に
関する研究

R2.6.3

75 19234 新規 米本　ゆみ子 修士課程看護学専攻 大学院生 看護師養成校における模擬患者参加型教育の導入の現状と教員の意識 R2.6.10

76 20015 新規 宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）
 先天性胆道拡張症に対する人工腸弁付加胆道再建法を用いた術式と術後
胆管炎の検討

R2.6.10



迅速審査一覧
（ 2020.6.22報告）

通番 承認番号 審査区分 研究責任者氏名 研究責任者所属 職名 研究課題名 承認日

77 20017 新規 宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）  遠隔医療システムの小児外科領域への導入 R2.6.10

78 20021 新規 久保　百合香 看護部 看護師 炎症性腸疾患患者における長期的な看護支援の在り方 R2.6.10

79 20025 新規 本間　祐平 手術部 臨床工学技士 開心術後の急性腎障害に体外循環が与える影響 R2.6.10

80 19036 変更 高橋　悟 小児科 講師 安静時機能的磁気共鳴画像法による神経発達症の脳内機能的ネットワーク
の解明

R2.6.10

81 20035 新規 宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内） 8K内視鏡システムを用いた胆道閉鎖症根治術（葛西手術）の検討 R2.6.10

82 20036 新規 宮城　久之
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）
小児に対する8K腹腔鏡下直腸肛門奇形（鎖肛）根治術の安全性と有効性に
関する検討

R2.6.10

83 19020 変更 安田　麻美 精神医学講座 助教 高齢発症側頭葉てんかんの患者における臨床発作およびビデオ・ポリソム
ノグラフィ所見の解析

R2.6.10

84 19015 変更 藤谷　幹浩 消化器先端医学講座 特任教授 ヒト血小板に対する長鎖ポリリン酸の作用機序の解明 R2.6.15

85 20037 新規 中川　直樹 第一内科 講師 健診環境下における白衣対面下血圧測定値と非対面自動血圧測定値の比較
検討

R2.6.15

86 20041 新規 菊地　信介
外科学講座（血管・呼
吸・腫瘍病態外科学分
野）

講師（学内）
北海道胆振東部地震における静脈血栓塞栓症発生状況把握にむけた後ろ向
き研究

R2.6.15

87 16224 変更 坂本　央 第一内科 診療助教 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（J-ACNES試験）

R2.6.15

88 20044 新規 藤井　聡 臨床検査・輸血部 教授 血中抗新型コロナウイルス抗体検出と鼻咽頭ぬぐい液中同ウイルス核酸検
出の比較に関する検討

R2.6.15

89 19183 新規 上野　直美 6階東ナースステーショ
ン

看護師 消化器外科病棟におけるストーマケア教育プログラムの効果と課題 R2.6.19

90 19255 新規 更科　岳大 小児科学講座 助教 小児血液腫瘍性疾患を対象とした二次がん発症によるケースコントロール
研究

R2.6.19

91 19250 変更 岡　秀治 小児科学講座 助教 小児心疾患患者(成人先天性心疾患含む)での心臓MRIを用いた心機能解析 R2.6.19

92 20040 新規 奥村　利勝 
内科学講座（消化器・
血液腫瘍制御内科学分
野）

教授 特発性消化性潰瘍の実態調査 R2.6.19

93 18035 変更 高氏 修平　 救急科 助教 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（Heatstroke STUDY） R2.6.19

94 19204 変更 北田　正博 乳腺疾患センター 教授（病院） 化学療法既治療の転移乳がんに対するアベマシクリブ療法の観察研究 R2.6.19

迅速審査の条件

①他の研究機関と共同して実施される研究であって、既当該研究の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、
　その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査

②研究計画書の軽微な変更に関する審査

③侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査

④軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
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