
 

 

 

 

 

令和 4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 令和 4年 7月 1日（金）13時 00分～13時 18分 

場  所 臨床管理棟 2階 2Ｆ1会議室 

出席委員 岡村，野村，堀江，畑，長井，末長，小迫，内藤 

 各委員 

欠席委員 檜井，岡田，志馬，田邊 委員 

陪席者  大財，落合，谷本，小野島 

進  行 岡村委員 

 

 

議事に先立ち，各委員から自己紹介があった。 

 岡村委員長から，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第 10条に基づく

「守秘義務に関する誓約書」について，提出して欲しい旨の依頼があった。 

 

（議 事） 

 １ 広島大学疫学研究倫理審査委員会が行う審査等に関する内規の改正について 

   事務局から別紙１に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（74件） 

    委員長から 4月 27日,5 月 11日,5月 20日,5月 25日,5月 26日,5月 27日,6月 2日, 

6月 6日,6月 7日,6 月 8日,6月 9日,6月 13日,6月 16日,6月 17日,6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 進捗状況報告について（12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（15件） 

委員長から,研究の中止・終了について,報告があった。 

 

 4 研究の申請・審査状況について 

委員長から,研究の申請・審査状況について，説明があった。 

 

以上 

 

 

 



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

コミュニティの回復力強化に向けた戦略に

関する体系的同定および評価

医系科学研究科国際災害

看護学
准教授 加古まゆみ

全身性強皮症関連の多発性歯根外部

吸収症患者の血清中の骨関連タンパク

質の評価

医系科学研究科歯周病態

学
教授 水野　智仁

日本人看護師が海外で直面する苦難・

困難と求められる能力、および海外経験

がその後の人生に与える変化に関する調

査

医系科学研究科国際保健

看護学
教授 新福　洋子

関節リウマチ発症に影響を与える歯周病

原細菌由来タンパク質の血清学的解析

医系科学研究科歯周病態

学
教授 水野　智仁

看護学生に対するVirtual Realityを活

用した

感染対策看護技術教育の有効性に関

するランダム化比較試験

医系科学研究科周手術

期・クリティカルケア開発学
教授 田邊　和照

○迅速審議（前回報告～令和4年6月22日）

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【26件】



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

簡易口腔ケアの医療関連感染症予防

効果の検討
病院口腔総合診療科 助教 西　裕美

アキレス腱肥厚と動脈硬化との関係に関

する研究
未来医療センター 教授 東　幸仁

新型コロナウイルス肺炎患者の人工呼吸

器関連下気道感染症のリスク因子の検

討

医系科学研究科救急集中

治療医学
教授 志馬　伸朗

犬の散歩に対する飼い主のモチベーション

調査

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

G1ypican-3陽性肝細胞癌に対する自

然免疫チェックポイント阻害療法の開発

医系科学研究科消化器・

移植外科学
教授 大段　秀樹

入院高齢患者における嚥下内視鏡検査

スコアで評価した嚥下障害と栄養リスクの

関連及び転帰についての後方調査

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



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

血友病保因者に関する研究 病院輸血部 准教授 藤井　輝久

院内心停止蘇生後患者に対するpost-

Cardiac Arrest Syndrome for

induced Therapeutic

hypothermia (CAST) scoreの神経

学的予後予測能の評価

医系科学研究科救急集中

治療医学
教授 志馬　伸朗

	泌尿器科ロボット支援手術・腹腔鏡手

術施行患者の背景因子・周術期アウトカ

ムおよび術後経過を観察するレジストリ試

験

医系科学研究科腎泌尿器

科学
教授 日向　信之

根尖孔破壊を伴う根尖性歯周炎の非外

科的歯内治療後の経過調査

医系科学研究科歯髄生物

学
教授 柴　秀樹

後天性血友病Aにおける免疫抑制療法

開始後の再出血症例の特徴
病院輸血部 助教 山﨑　尚也

高齢者の社会との親密性が心の健康に

及ぼす影響への実態調査

医系科学研究科地域保健

看護開発学
教授 中谷　久恵



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

睡眠障害のある患者における客観的中

途覚醒時間（WASO）に関連する指

標の検討

医系科学研究科睡眠医学

講座

寄付講座

教授
塩見　利明

頭蓋内腫瘍における腫瘍塞栓後症候群

の検討

医系科学研究科脳神経外

科学
教授 堀江　信貴

眼科手術患者のせん妄発症因子の分

析と今後の課題
病院看護部 看護師長 林　裕子

術後再建腸管の肝内結石に対する治療

成績

医系科学研究科消化器・

代謝内科学
准教授 相方　浩

中枢性過眠症におけるREM sleep
医系科学研究科睡眠医学

講座

寄付講座

教授
塩見　利明



課　　　　題　　　　名 所属 職名 氏名

放射線誘発脳腫瘍に関する疫学研究
医系科学研究科脳神経外

科学
教授 堀江　信貴

慢性疼痛患者における症状把握のため

のシステムの評価

病院総合内科・総合診療

科　漢方診療センター
特任教授 小川　恵子

ぶどう膜炎続発緑内障に対するチューブ

シャント手術の治療成績

医系科学研究科視覚病態

学
教授 木内　良明

CTを活用した法医学診断の補助ツール

開発に関する研究
医系科学研究科法医学 教授 長尾　正崇



所　　　属 職　　名 氏　　名

うつ病・躁うつ病・難治性うつ病の診断・治療法の

創出のための脳機能画像研究

大学院医系科学研究科

精神神経医科学
教授 岡本　泰昌

先進医療として施行された大腸ESDの有効性・

安全性と長期予後に関する多施設共同研究

（前向きコホート研究）

大学病院内視鏡診療科 教授 田中　信治

広島県在住者における高脂血症、高血圧症、

糖尿病および虚血性心疾患の発症機構に関す

る研究

大学院医系科学研究科

糖尿病・生活習慣病予防

医学

寄附講座

教授
米田　真康

血液維持透析患者における脳性ナトリウム利尿

ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP）

の予後予想能に関する多施設共同研究

広島大学病院腎臓内科 教授 正木　崇生

○迅速審議（前回報告～令和4年6月22日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【48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）

ハワイ、ロサンゼルス在住日系米人における高脂

血症、高血圧症、糖尿病および虚血性心疾患

の発症機構に関する研究

大学院医系科学研究科

糖尿病・生活習慣病予防

医学

寄附講座

教授
米田　真康

大学におけるメンタルヘルス上の保健管理・相談

業務の改善に関する研究
保健管理センター 教授 岡本　百合

Japan Atherosclerosis Society Cohort

Study

脂質異常症を合併した一次予防患者における動

脈硬化性疾患発症に関する観察研究

医系科学研究科脳神経

内科学
教授 丸山　博文

歯周病が妊娠に及ぼす影響について検討するた

めの臨床研究

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

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
病院　内視鏡診療科 教授 田中　信治



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

当院で診療した小腸腫瘍の実態 病院　内視鏡診療科 教授 田中　信治

西日本豪雨の介護保険サービスへの影響に関す

る後ろ向きコホート研究

医系科学研究科地域医

療システム学

寄付講座

教授
松本　正俊

紫外線殺菌ロボットによる院内感染予防効果 広島大学病院感染症科 教授 大毛　宏喜

西日本豪雨災害に伴う診療の継続性低下が医

療費・入院発生・ポリファーマシーに与える影響に

関する後ろ向きコホート研究

医系科学研究科地域医

療システム学

寄附講座

教授
松本　正俊

ヒトIgA腎症患者組織におけるミネラルコルチコイ

ド受容体の発現に関する検討
病院腎臓内科 教授 正木　崇生



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

AI技術による高齢者の運動スキル予測技術の開

発
病院リハビリテーション科 助教 牛尾　会

胸腺上皮性腫瘍の免疫逃避機構解明と免疫療

法の効果予測因子の開発

原爆放射線医科学研究

所腫瘍外科
教授 岡田　守人

I型アレルギーおよび自己免疫性慢性蕁麻疹の

新規検査法の開発
病院薬剤部 教授 松尾　裕彰

健常者を対象としたニューロフィードバックのメカニ

ズム研究

大学院医系科学研究科

精神神経医科学
教授 岡本　泰昌

リウマチ性疾患治療中に生じたCOVID-19感染

症に関する研究
病院リウマチ・膠原病科 教授 平田　信太郎



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

血友病薬害被害患者の生活に関する聞き取り

調査

病院輸血部・エイズ医療対

策室
准教授 藤井　輝久

視覚・聴覚・体性感覚・磁覚に対する行動実験・

脳波計測・fMRI計測・生理計測・tEIC適用・

pEIC適用に関する研究

脳・こころ・感性科学研究

センター
教授 眞溪　歩

溶接作業者の溶接ヒュームばく露（個人ばく露と

生体内ばく露）と健康影響の関係に関する疫学

調査

大学院統合生命科学研

究科
准教授 石原　康宏

食道癌治療症例における治療効果・有害事象・

合併症・予後に影響する因子の検討

原爆放射線医科学研究

所腫瘍外科
教授 岡田　守人

蕁麻疹皮疹の経時的変化の推理解析
医系科学研究科皮膚科

学
講師 高萩　俊輔



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

尿中代謝物を用いた診断マーカーの探索
大学院医系科学研究科

小児科学
教授 岡田　賢

日本ＭＧレジストリー多施設研究に基づく、重症

筋無力症の治療戦略確立
病院脳神経内科学 助教 杉本　太路

たこつぼ症候群発症の基盤となる分子生物学的

病態の解明

医系科学研究科心臓血

管生理医学
准教授 石田　万里

外来患者を対象とした薬剤師による病薬連携の

有用性に関する研究
病院薬剤部 教授 松尾　裕彰

抗レトロウイルス療法開始後のHIV感染症患者

における患者報告による症状関連有害事象に関

する研究

病院薬剤部 教授 松尾　裕彰



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

一次乳房再建を伴う乳癌手術症例における術

前診断と周術期治療実施内容に関する研究
病院　乳腺外科 助教 笹田　伸介

プライマリケアナーシングの専門的役割の認識を向

上させる教育プログラム開発
医系科学研究科 准教授 加古　まゆみ

薬物依存患者集団における肝炎ウイルス感染状

況に関する血清疫学調査研究

医系科学研究科疫学・疾

病制御学
教授 田中　純子

重症複合免疫不全症、B細胞欠損症および脊

髄性筋萎縮症に対する新生児マススクリーニング

試験研究

医系科学研究科小児科

学
教授 岡田　賢

マスク着用・低照明下で対応可能な顔認証シス

テムの開発

医系科学研究科視覚病

態学
教授 木内　良明



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

血友病における神経合併症に関する研究 病院小児科 講師 石川　暢恒

全部金属冠装着後の歯のコンタクトロスに関する

観察研究
病院咬合・義歯診療科 助教 森田　晃司

都市近郊、中山間地域における認知症の人にや

さしい地域づくりに関する研究

医系科学研究科共生社

会医学

寄付講座

教授
石井　伸弥

肺切除術式が心機能に及ぼす影響に関する検

討
原医研腫瘍外科 教授 岡田　守人

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



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

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

ハワイ、ロサンゼルス在住日系米人における高脂

血症、高血圧症、糖尿病、および虚血性心疾患

の発症機構に関する研究

大学院医系科学研究科

(医学)糖尿病・生活習慣

病予防

寄附講座

教授
米田 真康

うつ病・躁うつ病・難治性うつ病の診断・治療法の

創出のための脳機能画像研究

大学院医系科学研究科

(医学)精神神経医科学
教授 岡本 泰昌

上気道炎症性疾患の遺伝子解析と炎症誘導因

子の解析に関する研究

大学院医系科学研究科

(医学)耳鼻咽喉科学・頭

頸部外科学

教授 竹野 幸夫

悪性高熱症関連遺伝子の研究 病院手術部 講師 三好 寛二



所　　　属 職　　名 氏　　名

課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

静脈血栓症の遺伝的素因に関する研究
原爆放射線医科学研究

所血液・腫瘍内科
教授 一戸 辰夫

BRCA遺伝学的検査に関するデータベースの作

成
病院遺伝子診療科 教授 檜井 孝夫

小児肝癌に対する国際共同臨床試験

（PHITT, JPLT4）付随研究

自然科学研究支援開発セ

ンター
特任教授 檜山 英三

侵襲性歯周炎のヒト全ゲノム解読と遺伝子多型

解析

大学院医系科学研究科

(歯学)歯周病態学
教授 水野 智仁




