
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 2回 広島大学疫学研究倫理審査委員会 議事要録 

 

審査期間 令和 4年 5月 13日（金）～令和 4年 5月 23日（月） 

書面報告 岡村,檜井,岡田,野村,志馬,田邊,堀江,畑,長井,末長,小迫,内藤 

 各委員 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（66件） 

    委員長から, 3月 30日,3月 31日, 4月 6日,4月 11日,4月 12日,4月 15日,4月 19

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 進捗状況報告について（11件） 

   委員長から,研究の進捗状況について,報告があった。 

 

3 中止終了報告について（34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 

 

 



○迅速審議（前回報告～令和4年4月30日）
以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【25件】
受付
番号

課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

4208

JCOG1807CA1：肺尖部胸壁浸潤癌
に対する化学放射線療法後の術前後
デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持
療法を併用した集学的治療におけるバイ
オマーカー探索的研究

原爆放射線医科学研究所
放射線災害医療研究セン
ター腫瘍外科

教授 岡田　守人

4231 高濃度酸素が生体に及ぼす作用機序
明確化と効果検証

脳・こころ・感性科学研究セ
ンター 准教授 笹岡　貴史

4227 下肢スポーツ傷害予防を目的とした自記
式機能スコアアンケートの有効性の検討

医系科学研究科スポーツリ
ハビリテーション学 教授 浦辺　幸夫

4232 消化器癌手術における術後感染症が癌
予後に与える影響の多施設共同調査 医系科学研究科外科学 准教授 上村　健一郎

4241
血友病患者の口腔機能および保有する
Streptococcus mutansの性状に関す
る調査研究

医系科学研究科歯髄生物
学 教授 柴　秀樹

4243 鼻炎、副鼻腔炎と喘息、小児喘息の合
併に関する自然歴の解明

医系科学研究科耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学 教授 竹野　幸夫



受付
番号

課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

4247 ウィズ・コロナ時代の働き方に係る健康維
持・増進に向けた研究 人間社会科学研究科 教授 角谷　快彦

4257 関節疾患を有する患者における新規診
断マーカーの開発

医系科学研究科整形外科
学 教授 安達　伸生

4264 病院外心停止に対する包括的治療体
制の構築に関する研究

医系科学研究科救急集中
治療医学 教授 志馬　伸朗

4266
リーフレットとe-learningの指導教材の
比較における口腔衛生指標の経時的変
化

医系科学研究科公衆口腔
保健学 教授 太田　耕司

4221
胆膵癌に対する新たな治療効果判定、
予後予測マーカーとしてcirculating
tumor DNAの測定

医系科学研究科外科学 教授 高橋　信也

4251 超音波検査による肋間筋の厚さと呼吸
機能に関する検討

医系科学研究科脳神経内
科学 教授 丸山　博文



受付
番号

課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

4218 リンチ症候群の拾い上げ及び遺伝子診
断に関する他施設共同研究 遺伝子診療科 教授 檜井　孝夫

4250
病棟薬剤師の記録に対するオーディット
実施とチェックシート導入の有用性につい
ての評価

病院薬剤部 教授 松尾　浩彰

4304
広島大学病院の内科外来における糖尿
病療養指導プログラム導入が患者の療
養行動に与える影響

病院看護部 看護師長 八木　恵子

4207
リハビリテーション専門職・学生と介護専
門職における危険予知能力の関連因子
の検討

医系科学研究科作業行動
探索科学 教授 宮口　英樹

4209

RANS – SEA + NP合併患者を対象と
したファセンラの後ろ向き研究
ファセンラ®による治療を受けた重症好酸
球性喘息・鼻茸合併患者を対象とした
後ろ向き観察研究

医系科学研究科耳鼻咽喉
科学・頭頸部外科学 教授 竹野　幸夫

4252 在宅医療における法律家との連携ニーズ
に関する研究

医系科学研究科地域保健
看護開発学 准教授 菅井　敏行



受付
番号

課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

4259

国産手術支援ロボット（hinotori）を
用いた
根治的前立腺全摘除術の前向き観察
研究

医系科学研究科腎泌尿器
科学 教授 日向　信之

4269 神経疾患レセプトデータ解析研究 医系科学研究科脳神経内
科学 教授 丸山　博文

4270
膵癌術前化学療法中の胆道ドレナージ
におけるcovered metal stentの有用
性

医系科学研究科消化器・
代謝内科学 准教授 相方　浩

4273
脾温存尾側膵切除術後長期経過症例
における胃静脈瘤発生リスク因子の検討
-国内多施設共同研究-

医系科学研究科外科学 教授 高橋　信也

4276 子宮癌に対する放射線治療法の治療成
績の検討

医系科学研究科放射線腫
瘍学 教授 永田　靖



受付
番号

課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

4277 耳鼻咽喉科疾患の疫学調査研究 医系科学研究科耳鼻咽喉
科学・頭頸部外科学 教授 竹野　幸夫

4283 前十字靭帯再再建術の術後成績の検
討

医系科学研究科整形外科
学 教授 安達　伸生



○迅速審議（前回報告～令和4年4月30日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【41件】

所　　　属 職　　名 氏　　名

E-535-2
児童・生徒および保護者を対象とした学校におけ

る生活習慣病予防のあり方の検討

大学院医系科学研究科

地域・学校看護開発学
教授 川崎　裕美

E-771-2
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー患者の予

後関連因子に関する検討

医系科学研究科脳神経

内科学
教授 丸山 博文

E-785-1
口腔管理の標準化にむけた口腔内アセスメントの

有用性についての検討
病院口腔総合診療科 助教 西　裕美

E-990-2

肝細胞癌組織における歯周病原細菌

Porphyromonas gingivalis (P.g.)感染状況

の検討

大学院医系科学研究科

口腔顎顔面病理病態学
教授 宮内　睦美

E-1004-1
ヒト化マウスを用いた抗HLA抗体関連拒絶反応

機能の解明

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

E-1310-1

がん識別を支援する人工知能（AI）システムの

教師データ構築および学習済みモデルの評価—

AIによる病理診断システムの構築を目指して—

病院病理診断科 教授 有廣　光司

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-1364-1
心臓MRIのT1 mappingを用いた心筋症のリス

ク評価に関する検討

医系科学研究科循環器

内科学
教授 中野　由紀子

E-1570-3
医学・医療のためのICTを用いたエビデンス創出コ

モンズの形成と政策への応用

医系科学研究科　皮膚科

学
准教授 田中　暁生

E-1596-1
卵巣がんにおけるLAT1発現とmTOR pathway

の動態解析

医系科学研究科産科婦

人科学
教授 工藤　美樹

E-1609-1
ヒトがん組織における転写因子GLIS1発現の分

子疫学的検討

原爆放射線医科学研究

所 放射線災害医療開発
准教授 谷本　圭司

E-1646-1
前視野緑内障を含めた早期緑内障の診断基準

および進行評価に関する観察研究

医系科学研究科視覚病

態学
教授 木内　良明

E-1649-5 コリン性蕁麻疹に関するレジストリの構築
医系科学研究科皮膚科

学
准教授 田中　暁生



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-1814-1

胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術

の有用性に関する臨床研究－後ろ向き多施設

共同－

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

E-1824-2 炎症性腸疾患患者の腸内細菌解析

医系科学研究科医系科

学研究科

未病・予防医学共同研究

講座

特任准教

授
東川　史子

E-1882-2 薬毒物簡易検査キットの性能評価に関する研究 医系科学研究科法医学 教授 長尾  正崇

E-1987-2
血友病患者及び健康成人における抗AAV中和

抗体保有率の調査

病院輸血部/血友病診療

センター
准教授 藤井　輝久

E-1996-1

進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カル

ボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ併用療法の

実地診療における有効性、安全性を検討する多

施設前向き観察研究に付随する

バイオマーカー研究

医系科学研究科分子内

科学
教授 服部　登

E-2008-1
ロービジョン者が閲覧し易い医療機関Webペー

ジ・モデルの検証

大学院医系科学研究科

視覚病態学
教授 木内　良明



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-2011-7

COVID-19患者の免疫学的検討及びSARS-

CoV-2特異的記憶B細胞を用いたモノクローナル

抗体の作製と抗原スクリーニング法の開発

医系科学研究科 免疫学 教授 保田　朋波流

E-2052-1 自閉症スペクトラム学生の男女差に関する研究 保健管理センター 教授 岡本　百合

E-2139-2

JCOG1204A1：ctDNAによる乳癌再発の早

期検出に関する探索的研究

JCOG1204：再発高リスク乳癌術後患者の標

準的フォローアップとインテンシブフォ

ローアップの比較第III相試験の附随研究

原爆放射線医科学研究

所 乳腺外科
講師 角舎　学行

E-2164-1
高齢心不全患者の国際生活機能分類に基づい

た生活行為障害モデルの確立

診療支援部リハビリテーショ

ン部門

作業療法

士
塩田　繁人

E-2235-1 中小企業の健康経営に関する意識調査
医系科学研究科　成人看

護開発学
教授 森山　美知子

E-2261-1
身体動作の精密な調整能力の加齢低下に関わ

る脳機能ネットワークの検証

医系科学研究科感覚運

動神経科学
教授 桐本  光



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-2268-1
足関節装具の底背屈抵抗が跳躍高ならびに跳

躍時の底背屈角度に与える影響

医系科学研究科スポーツリ

ハビリテーション学
教授 浦辺　幸夫

E-2274-1 門脈大循環シャント閉鎖による予後の検討
医系科学研究科放射線

診断学
教授 粟井 和夫

E-2317-1
初期経験的抗菌薬選択ガイダンスの導入が抗菌

治療の適切性に与える効果の検証
救急集中治療医学 教授 志馬　伸朗

E-2336-1
非感染性疾患予防に関する健康政策の効果評

価：国際調査

医系科学研究科成人看

護開発学
教授 森山　美知子

E-2375-2 Cryo AF グローバルレジストリ研究
大学院医系科学研究科

循環器内科学
教授 中野　由紀子

E-2412-1
産婦ケア実践能力獲得に向けた助産基礎教育

におけるシミュレーション教育デザインの構築

医系科学研究科助産･母

性看護開発学
教授 大平　光子



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-2425-1 人工知能を用いた結膜スメア内の細胞同定
大学院医系科学研究科

視覚病態学
准教授 近間　泰一郎

E-2427-1
臓器移植後長期経過例における臓器横断的長

期予後調査研究

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

E-2457-3
スマートデバイスを用いた煙中避難時のストレス定

量化に関する実験的研究

先進理工系科学研究科

理工学融合プログラム
助教 清家　美帆

E-2549-1

楽器演奏者の洗練された手指運動機能に関わ

る脳機能ネットワークと感覚情報処理機構の検

討

医系科学研究科感覚運

動神経科学
教授 桐本  光

E-2575-1
予測性姿勢調節の神経生理学的機構と動作

間転位効果に関する研究

医系科学研究科感覚運

動神経科学
教授 桐本  光

E-2588-1

小児肝腫瘍に対するICGナビゲーションによる手

術法の有効性を検証するための後方的臨床研

究

自然科学研究支援開発

支援センター
教授 檜山　英三



所　　　属 職　　名 氏　　名

申請者（研究責任者）

許可通知番号 課　　　題　　　名

E-2615-2

一次治療としてのアベルマブとアキシチニブ併用療

法を受けた日本人転移性腎細胞癌患者におけ

る治療関連アウトカム評価のための多施設共同、

後ろ向き観察研究

医系科学研究科腎泌尿

器科学
教授 日向　信之

E-2673-1

非拘束下の着座状態で胸部および腰部から得ら

れる生体脈波によって大動脈および心臓の不調

を検出するシステムの開発研究

医系科学研究科循環器

内科学
教授 中野　由紀子

E-2689-1

亜急性期脳卒中片麻痺患者におけるデュアルタ

スクによる座位ステッピング、歩行中の前頭前野

活性化の比較

医系科学研究科精神機

能制御科学
教授 岡村　仁　

E-2730-1
Fabry病に対し酵素補充療法を行っている人の

経験

医系科学研究科　助産・

母性看護開発学
教授 大平　光子

E-2741-1

ヒトの歯、歯髄および歯周組織を用いた歯髄炎、

根尖性歯周炎および歯周炎治療法の開発に関

する基礎研究

医系科学研究科歯髄生

物学
教授 柴　秀樹
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