
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 3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 6月 3日（金）～令和 4年 6月 13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（47件） 

    委員長から 4月 12日,4 月 15日,4月 21日,4月 27日,5月 6日,5月 9日,5月 10日,5

月 11日, 5月 12 日,5月 13日,5月 16日,5月 17日,5月 20日,5月 23日, 5月 24日,5

月 25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（13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（8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 所属 職名 氏名

非アルコール性脂肪肝疾患における栄養

病態、体組成、身体機能と歯周病に関

する研究

医系科学研究科歯髄生物

学
教授 柴　秀樹

周産期・生殖補助医療に関わる看護職

のNIPT相談支援に関する認識と道徳的

感受性

医系科学研究科助産・母

性看護開発学
教授 大平　光子

睡眠時無呼吸症候群患者の睡眠が感

情に与える影響に対する日本語版The 

Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS)を用いた検討

医系科学研究科睡眠医学

講座

寄付講座

教授
塩見　利明

ガイドライン付きインソールの着用が歩行

動作に与える即時効果の検証

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

移植後患者における新型コロナウイルスワ

クチンの有効性に影響を及ぼす遺伝因

子に関する研究

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

○迅速審議（前回報告～令和4年5月25日）

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【22件】



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

口腔内知覚閾値と口腔機能および栄養

摂取状態の関連について

医系科学研究科口腔保健

疫学
教授 内藤　真理子

胃癌患者におけるNon-Helicobacter 

Pylori Helicobacters感染状況の解

析

病院内視鏡診療科 教授 田中　信治

アルツハイマー病における食行動障害と特

定の神経心理学的障害との関連につい

て

医系科学研究科精神機能

制御科学
教授 岡村　仁

小児急性リンパ性白血病治療におけるL-

asparaginase関連副作用のリスク因子

および副作用治療薬の有効性・安全性

の解析

病院薬剤部 教授 松尾　浩彰

腎泌尿器科領域における高精度画像情

報を用いた術前シミュレーションおよび術

中ナビゲーションの有効性を評価する探

索的研究

医系科学研究科腎泌尿器

科学
教授 日向　信之

遠隔国際交流プログラム参加による意識

変化

医系科学研究科口腔保健

疫学
教授 内藤　真理子



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

広島大学病院での下剤の処方状況とオ

ピオイド鎮痛薬の関係に関する調査

医系科学研究科麻酔蘇生

学
准教授 佐伯　昇

クリニカルパスの不眠時指示薬と定数配

置薬変更によるベンゾジアゼピン系睡眠

薬処方量への影響

病院薬剤部 教授 松尾　裕彰

中山間地域住民の疾病構造、医療・介

護費の使い方とその影響要因に関する分

析

共生社会医学講座
寄付講座

教授
石井　伸弥

脾腫を伴う肝硬変患者の周術期におけ

る脾動脈本幹塞栓の有用性

医系科学研究科放射線診

断学
教授 粟井　和夫

ビグアナイド系糖尿病薬・SGLT2阻害薬

の術前休薬における薬剤師介入の効果
病院薬剤部 教授 松尾　裕彰

ロボット（da vinci, hinotori）を用い

たロボット支援下手術の治療成績につい

ての研究

医系科学研究科腎泌尿器

科学
教授 日向　信之



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

ERCP関連手技による限局性胆管狭窄

の良悪性鑑別診断

医系科学研究科消化器・

代謝内科学
准教授 相方　浩

慢性肝疾患患者のサルコペニアに関する

研究

医系科学研究科疫学・疾

病制御学
教授 田中　純子

医療ビッグデータの突合によるコロナ流行

下の受療行動変化と異状死リスクの検

討

病院総合内科・総合診療

科
教授 伊藤　公訓

先天異常症候群の病因遺伝子と病態に

関する研究

原爆放射線医科学研究所

放射線ゲノム疾患研究分野
教授 松浦　伸也

新型コロナウイルス感染症クラスター対応

に係る実態調査

医系科学研究科公衆衛生

学
教授 久保　達彦



所　　　属 職　　名 氏　　名

NDB解析によるウイルス性肝炎肝疾患の患者数

の将来推計および肝炎施策に要する医療経済の

推移予測

医系科学研究科　疫学・

疾病制御学
教授 田中　純子

慢性腎臓病予後調査 大学病院　腎臓内科 教授 正木　崇生

感性情報の可視化および定量化へむけての基盤

研究

脳・こころ・感性科学研究

センター
特任教授 山脇　成人

持続型G-CSF製剤ペグフィルグラスチムの使用状

況と発熱性好中球減少の発現に関する後方視

的調査

病院薬剤部 教授 松尾　裕彰

○迅速審議（前回報告～令和4年5月25日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【25件】

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

抗A型・E型肝炎ウイルスIgM抗体陽性国内血

清パネルの整備

医系科学研究科消化器・

代謝内科学
准教授 相方　浩

放射線治療によるDNA損傷についての研究
医系科学研究科放射線

腫瘍学
教授 永田　靖

肺癌患者における免疫チェックポイント阻害薬によ

る薬剤性間質性肺炎発症に対するリスク因子の

検討

病院呼吸器内科 助教 益田　武

難治性潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス

療法の臨床的寛解導入と予後に関する実態調

査

病院　内視鏡診療科 教授 田中　信治

人工知能を用いた医用画像及び線量データ解

析による高精度治療の効率化を目指す研究

医系科学研究科放射線

腫瘍学
教授 永田　靖



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

患者影響レベルとインシデントの要因分析
広島大学病院　医療安全

管理部
教授 伊藤　英樹

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）

大学院医系科学研究科

分子内科学
教授 服部　登

クローン病に対する生物学的製剤による小腸粘

膜治癒検討

Small Bowel Endoscopic Healing by 

Biologics in Patients with Crohn’s 

Disease (SEBIO study)

内視鏡診療科 教授 田中　信治

HIV感染症患者におけるリンパ球サブセット及び

サイトカインの解析
病院輸血部 准教授 藤井　輝久

精神科作業療法の取り組みに関する調査研究 病院リハビリテーション科 助教 牛尾　会



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者に対す

る肝移植の手術成績・治療経過に関する全国調

査

病院消化器・移植外科 教授 大段　秀樹

胃腫瘍性病変を対象としたLED光源による内視

鏡検査での病変視認性の非劣性試験
内視鏡診療科 教授 田中　信治

肺癌患者における抗悪性腫瘍薬による薬剤性肺

障害の発症予測因子の同定を目的としたレジス

トリ研究

医系科学研究科分子内

科学
教授 服部　登

三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス ―手

術部位感染症―
病院感染症科 教授 大毛　宏喜

TAVIにおけるesCCO systemの信頼性の検証 病院麻酔科 准教授 佐伯　昇



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

Web教材を用いた継続教育とNICUの痛みのケ

アの質向上の検証

医系科学研究科基礎看

護開発学
准教授 小澤　未緒

肝臓移植後肝癌再発高危険群の全国実態調

査

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

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

大学院医系科学研究科

公衆口腔保健学
教授 太田　耕司

悪性高熱症関連遺伝子の研究
医系科学研究科麻酔蘇

生学
講師 三好　寛二

臨床腫瘍検体と血液検体を用いたレンバチニブの

腫瘍環境に対する影響に関する後ろ向き研究

大学院医系科学研究科

医療イノベーション

共同研究

講座教授
茶山 一彰



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

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）

大学院医系科学研究科

分子内科学
教授 服部　登




