
 

 

 

平成２８年度 第１回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

 

日  時  平成２８年４月１日（木）１１時３０分～１２時１５分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ９名 

欠席委員  なし 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た１件について審議し，不承認とした。 

   

２ 広島大学人を対象とする医学系研究（疫学）における献体を用いる研究の申請に係る 

確認事項（案）について 

     田中委員から，広島大学「人を対象とする医学系研究（疫学）」における献体を用いる

研究の申請に係る確認事項（案）について説明があり，一部修正の上，これを承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（４９件） 

委員長から，2月 23日，2月 25日，2月 26日，2月 29日，3月 2日，3月 4日，3月 7

日，3月 8日，3月 9日，3月 10日，3月 11日，3月 14日，3月 15日，3月 16日，3

月 23日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとおり承認した旨報告があった。 

 

２ 研究中止終了報告について（３３件） 

事務局から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 

 

 

以上 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

外側ウェッジインソールが内側半月板逸脱と膝関節内反

モーメントに与える影響 

医歯薬保健学

研究院 
教授 砂川 融 

決裁 平成 27年  月   日 

起案 平成 28年  月  日 

 





平成２８年度 第２回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年５月１３日（金）１１時３０分～１２時３０分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ８名 

欠席委員  １名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た３件について審議し，条件を付して承認することとし，条件が満

たされたか否かの確認は，委員長に一任することとした。 

   

２ 疫学研究関連内規等の策定及び改正について 

    事務局から，広島大学｢人を対象とする医学系研究(疫学)｣の終了等の報告に係る申合せ

（案），広島大学｢人を対象とする医学系研究(疫学)｣期間終了後の変更申請の取扱いに関す

る申合せ（案），広島大学疫学研究倫理審査委員会が行う審査に関する内規の一部改正

（案）について説明があり，これを承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（７５件） 

委員長から，3月 23日，3月 24日，3月 28日，3月 29日，3月 30日，4月 1日，4月

7日，4月 13日，4月 20日，4月 21日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとお

り承認した旨報告があった。 

 

２ 研究中止終了報告について（３７件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 ３ 平成 27年度疫学研究の申請・承認件数について 

委員長から，平成 27年度疫学研究の申請・承認件数について，報告があった。 

 

（その他） 

１ 人を対象とする医学系セミナーについて（ミニレクチャー） 

委員長から，人を対象とする医学系研究セミナーを 4 月 19 日に実施した旨報告があり，

講演内容についてレクチャーがあった。 

以上 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

Lactobacillus rhamnosus L8020 含有タブレットおよび

ヨーグルトの摂取による児童や障害者の口腔内細菌への

影響に関する研究 

大学院医歯薬

保健学研究院 
教授 二川 浩樹 

コミュニケーションの苦手さを抱える若年成人に対する

スキルトレーニングプログラムの開発 

保健管理セン

ター 
教授 吉原 正治 

筋腱の粘弾性と筋硬度，身体パフォーマンスの向上につ

ながるストレッチング方法の確立についての研究 

大学院医歯薬

保健学研究院 
教授 浦辺 幸夫 





平成２８年度 第３回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年６月３日（金）１１時３０分～１２時１５分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ７名 

欠席委員  ２名 

 

（議 事） 

１ 疫学研究関連規則・内規等の改正について 

   事務局から，資料１に基づき，広島大学「人を対象とする医学系研究」に関する規則

の一部改正（案），広島大学疫学研究倫理審査委員会が行う審査に関する内規の一部改正

（案）について説明があり，これを承認した。 

 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（５０件） 

委員長から，4月 25日，4月 28日，5月 10日，5月 11日，5月 12日，5月 13日，5

月 16日，5月 23日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとおり承認した旨報告

があった。 

 

２ 研究中止終了報告について（１４件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 

（その他） 

１ 人を対象とする医学系セミナーについて（ミニレクチャー） 

田中委員から，人を対象とする医学系研究セミナーを 5月 26日に実施した旨報告が

あり，講演内容についてレクチャーがあった。 

 

以上 





平成２８年度 第４回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年７月１日（金）１１時３０分～１２時３０分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ７名 

欠席委員  ２名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た３件について審議し，条件を付して承認することとし，条件が満

たされたか否かの確認は，委員長に一任することとした。 

   

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（５２件） 

委員長から，5月 27日，5月 31日，6月 1日，6月 2日，6月 6日，6月 7日，6月 9日，

6月 13日，6月 14日，6月 16日，6月 17日に実施した迅速審査の結果について，別紙の

とおり承認した旨報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（１８件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

（その他） 

１ 医の倫理に関する研究の情報公開ウェブサイトの URL及びデザイン変更について 

委員長から，医の倫理に関する研究の情報公開ウェブサイトの URL及びデザイン変更に

ついて，報告があった。 

 

以上 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

保健師の家族支援における e ラーニングの研究 
大学院医歯薬

保健学研究院 
教授 中谷 久恵 

「疫-169 号」研究で健常人ボランティアから採取した汗

の体外診断用医薬品アラポート HRT 製造への使用 

大学院医歯薬

保健学研究院 
教授 秀 道広 

回復期病棟における高齢大腿骨近位部骨折術後患者に対

する BCAA含有食品の有用性の検討 
病院 准教授 宮田 義浩 





平成２８年度 第５回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年８月５日（金）１１時３０分～１２時５０分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ６名 

欠席委員  ３名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た３件について審議し，条件を付して承認することとし，条件が満

たされたか否かの確認は，委員長に一任することとした。 

   

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（７０件） 

委員長から，6月 22日，6月 27日，6月 29日，7月 1日，7月 6日，7月 7日，7月 8

日，7月 12日，7月 13日，7月 19日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとおり

承認した旨報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（１０件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

３ 予備審査部会委員の増員について 

   委員長から，予備審査部会委員の増員について，報告があった。 

 

（その他） 

１ 人を対象とする医学系セミナーについて 

7月 26日に実施した「人を対象とする医学系研究セミナー」について，資料の配布があ

った。 

 

 

以上 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

重症呼吸不全患者の気道および血液検体を用いた多角的

病態解明および新規治療法開発 

医歯薬保健学

研究院 
教授 志馬 伸朗 

血友病保因者を抱える親の苦悩 
医歯薬保健学

研究院 
講師 藤井 宝恵 

外側ウェッジインソールが内側半月板逸脱と膝関節内反

モーメントに与える影響 

医歯薬保健学

研究院 
教授 砂川 融 







平成２８年度 第６回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年９月２日（金）１１時３０分～１２時１５分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ６名 

欠席委員  ３名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た１件について審議し，条件を付して承認することとし，条件が満

たされたか否かの確認は，委員長に一任することとした。 

   

２ 疫学研究関連規則・内規等の改正について 

副委員長から，広島大学「人を対象とする医学系研究」に関する規則の一部改正（案），

広島大学疫学研究倫理審査委員会が行う審査に関する内規の一部改正（案），広島大学

「人を対象とする医学系研究（疫学）」の意見書に関する申合せ（案）について説明があ

り，原案のとおり承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（４０件） 

委員長から，7月 26日，7月 27日，7月 28日，7月 29日，8月 1日，8月 3日，8月 5

日，8月 8日，8月 9日，8月 10日，8月 18日，8月 22日に実施した迅速審査の結果につ

いて，別紙のとおり承認した旨報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（７件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 

以上 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

食品成分の添加が運動後の血液流動性に及ぼす影響 
医歯薬保健学

研究院 
教授 濱田 泰伸 





平成２８年度 第７回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年１０月７日（金）１１時３０分～１３時００分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ７名 

欠席委員  ２名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た５件について審議し，１件については承認することとした。なお，

３件については条件を付して承認することとし，条件が満たされたか否かの確認は，委

員長に一任することとした。また，１件については保留（継続審査）とすることとした。 

  

（報 告） 

 １ 迅速審査について（４８件） 

委員長から，8月 23日，8月 24日，8月 29日，8月 30日，8月 31日，9月 6日，9月

7日，9月 13日，9月 16日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとおり承認した旨

報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（１３件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 

以上 

 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

呉市地域包括ケアシステム構築に向けての基礎調査：安

芸灘地区における高齢者の保健・医療・介護に関するニ

ーズ調査 

医歯薬保健学

研究院 
教授 森山 美知子 

司法解剖所見と殺意認定の関連性に関する研究 
医歯薬保健学

研究院 
教授 長尾 正崇 

児童養護施設小学生・中学生入所者への歯科保健指導法

の確立 

医歯薬保健学

研究院 
教授 杉山 勝 

糖尿病患者における有酸素運動およびレジスタンス運動

が眼圧に与える影響 
病院 教授 木村 浩彰 

あるがままの無拘束歩行運動時にみられる大脳皮質脳活

動の可視化 

医歯薬保健学

研究院 
教授 松川 寛二 



○迅速審議（前回報告～平成２７年９月１１日）
以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請書【２８件】

所　　　属 職　　名 氏　　名

神経筋疾患患者の筋活動特性の解明
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 松本　昌泰

歯内疾患における初診時の状態および無菌化に要した「根管
内細菌嫌気培養検査」の回数が根管治療の予後に及ぼす影

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 柴　秀樹

肝障害を惹起する病原微生物の探索
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 茶山　一彰

簡易睡眠呼吸検査機器および画像診断によるスクリーニング
検査結果を用いた閉塞性睡眠時無呼吸評価

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 谷本　幸太郎

アトピー性皮膚炎における皮膚細菌叢と皮膚免疫の解析
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 秀　道広

ヒト抗体ライブラリーの作製
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 茶山　一彰

母親が退院後の育児において経験する困難を乗り越えていく
ために看護職が継続的関わりの必要性を見極める臨床推論プ
ロセスとその影響要因

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 森山　美知子

Helicobacter pylori 感染の有無による胃の炎症・発がんに関
する研究

病院 教授 田中　信治

造血細胞移植医療の全国調査
原爆放射線医
科学研究所

教授 一戸　辰夫

腹膜透析における腹膜機能低下機序についての実験的検討 病院 教授 正木　崇生

動脈硬化とミトコンドリアDNA障害の関係に関する研究
原爆放射線医
科学研究所

教授 東　幸仁　

HER2異常等の低頻度の分子異常を有する非小細胞肺癌の臨
床病理学的特徴を明らかにするための研究

大学院医歯薬
保健学研究院

准教授 服部　　登

臨床看護師と臨床研究コーディネーターの協働活動の実態と
その影響要因

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 宮腰　由紀子

科学的根拠に基づくウイルス性肝炎診療ガイドラインの構築に
関する研究

病院 講師 川上　由育

高発癌患者におけるIFNbase+DAAとIFNfreeの効果および予後
の比較

病院 講師 川上　由育

テラプレビル/ペグインターフェロン/リバビリン併用療法後の予
後についての検討

病院 講師 川上　由育

広島大学病院栄養サポートチームにおける歯科の介入効果
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 栗原　英見

大腸腫瘍におけるThe Japan NBI expert team(JNET)大腸拡
大Narrow Band Imaging(NBI)分類の臨床病理学的検討のため
の単施設後ろ向き研究

病院 教授 田中　信治

広島大学病院における外科的矯正治療患者に関する臨床統
計学的検討

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 谷本　幸太郎

HER2陽性乳癌患者におけるトラスツズマブ　エムタンシン投与
による有害事象の調査

病院 教授 松尾　裕彰

外科系集中治療室入室患者における脳性ナトリウム利尿ペプ
チド値の検討

大学院医歯薬
保健学研究院

助教 原木　俊明

外科系集中治療室入室患者におけるD-dimer値の検討
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 原木　俊明

小腸angioectasiaの背景因子と取り扱いに関する研究 病院 教授 田中　信治

顎変形症患者の術後経過における術前口腔ケアの効果につ
いての検討

大学院医歯薬
保健学研究院

准教授 武知　正晃

麻酔チャートからわかる電気痙攣療法（electroconvulsive 
therapy:ECT）の現状と問題点

病院 講師 讃岐　美智義

外科系集中治療室における酸素吸入療法についての検討
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 原木　俊明

当院麻酔科外来における痛みに対する最近の薬物療法につ
いて

病院 講師 福田　秀樹

モザンビークの地方都市住民の文化的パターンにより構成さ
れる健康観と、能動的な保健行動との関連性に関する考察

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 森山　美知子

２．変更申請書【９件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

別紙 



平成２８年度 第８回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年１１月１１日（金）１１時３０分～１３時１０分 

場  所  臨床管理棟 ２階 病院２Ｆ１会議室 

出席委員  ５名 

欠席委員  ４名 

 

（議 事） 

１ 研究の新規申請について 

予備審査部会を経た４件について審議し，１件については承認することとした。なお，

３件については条件を付して承認することとし，条件が満たされたか否かの確認は，委

員長に一任することとした。 

  

（報 告） 

 １ 迅速審査について（６４件） 

委員長から，9月 23日，9月 27日，9月 29日，10月 3日，10月 4日，10月 5日，10

月 7日，10月 12日，10月 14日，10月 19日，10月 20日，10月 24日，10月 26日，10

月 27日に実施した迅速審査の結果について，別紙のとおり承認した旨報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（６件） 

委員長から，研究の中止・終了について，報告があった。 

 

 

以上 

 

課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

認知症高齢者の在宅介護者の介護負担に対する簡便な介

入効果の検討 

医歯薬保健学

研究院 
助教 梶原 弘平 

オーラルフレイルの早期発見・早期改善は全身フレイル

を阻止できるか 

医歯薬保健学

研究院 
准教授 吉川 峰加 

児童養護施設小学生・中学生入所者への歯科保健指導法

の確立 

医歯薬保健学

研究院 
教授 杉山 勝 

中小企業における健康経営実践プログラムの効果の評価 
医歯薬保健学

研究院 
教授 森山 美知子 







 

平成２８年度 第９回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

日  時  平成２８年１２月９日（金）１６時００分～１６時４０分 

場  所  臨床管理棟 ３階 病院３Ｆ１会議室 

出席委員  木内，梯，川上，畑，今井，奥迫，田中 

欠席委員  志馬，末長 

陪 席 者  岡村，唐津，古志 

進  行  木内委員長 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（５０件） 

委員長から，10月 27日，11月 1日，11月 7日，11月 9日，11月 14日，11月 18日，

11月 21日，11月 22日，11月 28日に実施した迅速審査の結果について，資料１，２のと

おり承認した旨報告があった。 

 

２ 中止終了報告について（６件） 

委員長から，研究の中止・終了について，資料３のとおり報告があった。 

 

（その他） 

 １ 第 54回医学系大学倫理委員会連絡会議及び第 7回 LAMSEC研修会について（ミニ 

レクチャー） 

    委員長から，１２月２日から３日に開催された第 54回医学系大学倫理委員会連絡会議

及び第 7回 LAMSEC研修会の参加について報告があり，講演内容についてレクチャーがあ

った。 

 

２ 倫理委員会委員・事務局向け講習会・研修会（仮）の案内について 

 事務局から，２月４日に開催される倫理委員会委員・事務局向け講習会・研修会

（仮）について説明があった。 

 

以上 
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