
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 5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 8月 5日（金）～令和 4年 8月 19日（金） 

書面審議 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 

 

（議 事） 

 １ 不適合報告について 

    研究責任者より提出のあった不適合報告について，記載内容の妥当性を審議し，これ

を承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（64件） 

    委員長から 6月 28日,6月 29日,6月 30日,7月 5日,7月 6日,7月 7日,7月 11日,7

月 12日,7月 15 日,7月 19日,7月 25日,7月 26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（22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（16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 

 

 



所属 職名 氏名

フィットネスルームシューズの着用が歩行動作に与える即

時効果の検証

大学院医系科学研究科(保健学)スポー

ツリハビリ学
教授 浦邉 幸夫

脳腫瘍の分子遺伝学的解析と病理学的解析に基づ

いた臨床像の解明

大学院医系科学研究科(医学)脳神経

外科学
教授 堀江 信貴

免疫性末梢神経疾患における下肢神経超音波検査

による神経肥厚の有無および肥厚分布パターンに関す

る研究

病院脳神経内科 助教 内藤 裕之

死因究明等に関わる検査データに基づいた小児の口腔

顎顔面の発達解析

大学院医系科学研究科附属死因究明

教育研究センター

主任特任学

術研究員
岡 広子

新型コロナウイルス（COVID-19）が当科あんしん歯

科治療室受診患者に及ぼす影響
病院歯科麻酔科 講師 吉田 充広

慢性閉塞性肺疾患患者の吸入薬におけるセルフマネジ

メントの実態
病院看護部 看護師 重政 彩夏

訪問看護ステーションが可能な地域づくり、地域の健康

づくり実践例と今後の展望

大学院医系科学研究科(保健学)成人

看護開発学
教授 森山 美知子

日本腎生検レジストリーにおける抗がん剤による腎障害

の臨床像に関する検討（多施設共同観察研究：横

断研究、一部コホート研究）

病院腎臓内科 教授 正木 崇生

脳小血管病における脳卒中転帰に関連する影響
大学院医系科学研究科(医学)脳神経

内科学
教授 丸山 博文

脊髄損傷者のスポーツ参加の有無とソーシャルキャピタ

ルの関連

大学院医系科学研究科(保健学)スポー

ツリハビリ学
教授 浦邉 幸夫

入眠期における睡眠ポリグラフ検査指標と気管音変化

に基づく眠気の早期検出法の検討

大学院医系科学研究科(医学)睡眠医

学

寄附講座教

授
塩見 利明

○迅速審議（前回報告～令和4年7月26日）

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【30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）

脳・生理指標マルチモーダル同時計測・解析および

フィールド研究による内受容感覚の気づきと感性の心理

学・脳科学メカニズムの解明

脳・こころ・感性科学研究センター 特任教授 山脇 成人

消化管がん患者の化学療法誘発性の認知機能障害

に関する多角的評価を用いた前向き観察研究

大学院医系科学研究科(保健学)精神

機能制御科学
教授 岡村 仁

肺切除術式が術後の全身状態に及ぼす影響に関する

検討
原爆放射線医科学研究所腫瘍外科 教授 岡田 守人

Neoadjuvant therapy in left sided resectable

pancreatic adenocarcinoma

切除可能左側膵癌に対する術前治療
大学院医系科学研究科(医学)外科学 准教授 上村 健一郎

Virtual Realityを使用した卓球のストローク練習の即

時的な有効性の調査

大学院医系科学研究科(保健学)スポー

ツリハビリ学
教授 浦邉 幸夫

脳血管内治療の周術期合併症及び治療成績に抗血

小板剤が及ぼす影響

大学院医系科学研究科(医学)脳神経

外科学
教授 堀江 信貴

高齢者施設入居者の事前準備と新たな生活環境への

適応の関連

大学院医系科学研究科(保健学)周手

術期・クリティカルケア開発学
教授 田邊 和照

気胸合併胸部外傷に対する胸腔ドレナージ挿入部位

と機能異常や位置異常の検証

大学院医系科学研究科(医学)救急集

中治療医学
教授 志馬 伸朗

ペースメーカー使用患者と健常者における圧反射感受

性の比較
病院障害者歯科 教授 岡田 芳幸

大学新入生のインターネット依存に関連する要因の調

査

大学院医系科学研究科(保健学)スポー

ツリハビリ学
教授 浦邉 幸夫

基本チェックリストと要介護発生等健康アウトカムとの関

連

大学院医系科学研究科(保健学)成人

看護開発学
教授 森山 美知子

術前に中止したDOACの術後再開時期の適正化を目

指した薬剤師の取組とその評価
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）

進行乳癌に対する高品質・個別化・効率化を追求した

高精度放射線治療体制の構築に関わる研究

大学院医系科学研究科(医学)放射線

腫瘍学
特任講師 土井 歓子

外来注射処方の予約注射オーダに基づいた監査による

治療の適正化についての研究
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

在宅要介護高齢者における薬剤耐性菌の分布調査 大学院医系科学研究科(歯学)細菌学 教授 小松澤 均

悪性リンパ腫患者に対する抗菌薬および抗ウイルス薬

の予防的投与の実態調査
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

レブラミド・ポマリスト管理ファイルを用いた業務効率化 病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

転院時の医師と薬剤師による薬剤に関する診療情報

提供内容の調査
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

手掌圧迫下における筋電図感知型筋弛緩モニタの有

用性の検討

大学院医系科学研究科(医学)麻酔蘇

生学
准教授 佐伯 昇



所　　　属 職　名 氏　　名

成人固形腫瘍の発生・進展に関わる遺伝子探索 自然科学研究支援開発センター 特任教授 檜山 英三

悪性高熱症関連遺伝子の研究 病院手術部 講師 三好 寛二

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

大学院医系科学研究科(医学)脳神

経内科学
教授 丸山 博文

治療中の有害事象に関与する口腔管理の因子についての検討 病院口腔総合診療科 助教 西 裕美

口腔粘膜の湿潤度と口腔のヘルペスウイルス感染との関連につい

ての研究

大学院医系科学研究科(歯学)公衆

口腔保健学
講師 重石 英生

広島大学病院麻酔科における三叉神経痛に対する三叉神経節

高周波熱凝固術の変遷

大学院医系科学研究科(医学)麻酔

蘇生学
教授 堤 保夫

オミデネパグ　イソプロピル点眼液の評価 病院眼科 医科診療医 徳毛 花菜

アバタセプトの日本人関節リウマチ患者における臨床的有効性と

抗原別シトルリン化蛋白抗体に関する多施設共同研究

（ORIJIN研究）

病院リウマチ・膠原病科 教授 平田 信太郎

MRIによる肝脂肪化診断の有用性の検討
大学院医系科学研究科(医学)放射

線診断学
教授 粟井 和夫

ジビイ静注用使用成績調査(HEM-POWR) 病院輸血部 准教授 藤井 輝久

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射

線療法後のデュルバルマブの長期安全性及び有効性に関する観

察研究（AYAME study）

大学院医系科学研究科(医学)分子

内科学
教授 服部 登

未治療日本人転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマブ・イピ

リムマブ併用療法の有効性と安全性に関する前向き観察研究

（J-ENCORE）

大学院医系科学研究科(医学)腎泌

尿器科学
教授 日向 信之

自閉症スペクトラム症児の母子関係強化に関する遺伝子多型解

析と脳機能画像研究

大学院医系科学研究科(医学)小児

科学
教授 岡田 賢

自閉スペクトラム症児の母子関係強化に関する遺伝子多型解析

と脳機能画像研究

大学院医系科学研究科(医学)小児

科学
教授 岡田 賢

ブルキナファソ農村部における妊婦のB型肝炎ウイルス感染状況把

握と母子感染予防対策効果の評価

大学院医系科学研究科(医学)疫

学・疾病制御学
教授 田中 純子

○迅速審議（前回報告～令和4年7月26日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【34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）

肝MRIにおける正確な造影効果の評価を目的とした新規撮像法

の有用性の検討

大学院医系科学研究科(医学)放射

線診断学
教授 粟井 和夫

企業が抱える健康課題に対処するための企業協同のコラボ－コラ

ボへルスモデルの構築

大学院医系科学研究科(保健学)成

人看護開発学
教授 森山 美知子

3.0T MRによる腎腫瘍の偽被膜の評価
大学院医系科学研究科(医学)放射

線診断学
教授 粟井 和夫

アジア人の口腔内の歯科用金属組成に基づく個人識別スクリーニ

ングに向けた比較検証

大学院医系科学研究科附属死因

究明教育研究センター

主任特任学術研

究員
岡 広子

胃切除後の膵外分泌機能不全に対するリパクレオンの有効性を

検討するための研究

大学院医系科学研究科(医学)消化

器・移植外科学
教授 大段 秀樹

救急要請患者の要請行動パターンとその特徴の検討
大学院医系科学研究科(保健学)周

手術期・クリティカルケア開発学
教授 田邊 和照

ALK陽性進行期非小細胞肺がんに対するブリグチニブに関する多

施設共同前向き観察研究

大学院医系科学研究科(医学)分子

内科学
教授 服部 登

視覚リハビリテーションに対する視覚障害者当事者の意識調査
大学院医系科学研究科(医学)視覚

病態学
教授 木内 良明

整形外科における解剖体を使用した関節運動に関する研究
大学院医系科学研究科(医学)整形

外科学
教授 安達 伸生

Cnm陽性う蝕原因細菌による脳卒中発症・増悪の機序解明
大学院医系科学研究科(歯学)歯髄

生物学
教授 柴 秀樹

免疫チェックポイント阻害薬、BRAF/MEK阻害薬を投与した悪性

黒色腫患者における眼関連有害事象の発症頻度と病型について
病院眼科 講師 原田 陽介

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

大学院医系科学研究科(医学)小児

科学
教授 岡田 賢

超音波画像装置と三次元動作解析装置の同期による，ヒト筋・

腱の力学，機能学的特性と関節運動に関する研究

大学院医系科学研究科(保健学)ス

ポーツリハビリ学
教授 浦邉 幸夫

Fabry病に対し酵素補充療法を行っている人の経験
大学院医系科学研究科(保健学)助

産・母性看護開発学
教授 大平 光子

広島県内の視神経脊髄炎スペクトラム障害レジストリ構築および

骨折に関する研究
病院脳神経内科 助教 杉本 太路

体外式膜型肺を要する急性呼吸不全患者の胸部CT画像に関

する画像データベースの構築
病院集中治療部 助教 錦見 満暁



所　　　属 職　名 氏　　名
課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

小児緑内障臨床研究のための国際的データベースの作成
大学院医系科学研究科(医学)視覚

病態学
教授 木内 良明

日本ＭＧレジストリー多施設研究に基づく、重症筋無力症の遺

伝学的解析
病院脳神経内科 助教 杉本 太路

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

大学院医系科学研究科(歯学)歯髄

生物学
教授 柴 秀樹


