
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 6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 9月 2日（金）～令和 4年 9月 12日（月） 

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審議し，研究継続を承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（67件） 

    委員長から 7月 28日,7月 29日,8月 1日,8月 3日,8月 16日,8月 18日,8月 22日,8

月 23日,8月 19日,8月 25日,8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（25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（12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

脊髄動静脈奇形に対する脊髄血管撮影を使用した病態

評価方法の確立と術後転帰予測因子の検討
大学院医系科学研究科(医学)脳

神経外科学
教授 堀江 信貴

脳活動および生体指標を用いたストレスレジリエンス評価

系の構築と層別化
脳・こころ・感性科学研究センター 特任教授 山脇 成人

腰椎疾患における臨床症状と画像所見の検討
大学院医系科学研究科(医学)整

形外科学
助教 中前 稔生

cT1bN0M0食道扁平上皮癌に対する根治的放射線化

学療法後の非根治リスクの解明
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

車いすスポーツ動作中の上肢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

新型コロナウイルス感染症流行下における救急搬送時間

に影響を与える因子の解析

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

食道表在がんに対する食道ESD後の狭窄のリスク因子に

関する研究
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

○迅速審議（前回報告～令和4年8月24日）

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【25件】

課　　　　題　　　　名
申請者（研究責任者）

資料2



所属 職名 氏名
課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

新型コロナウイルス感染症によるライフスタイル等の変化か

らくる親のストレスと育児への影響

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

髄膜炎の鑑別・予後予測における血液ガス分析装置を

用いた髄液乳酸値測定の有用性
病院脳神経内科 助教 内藤 裕之

薬剤師による緑内障の病型把握の実態調査 病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

人工膝関節置換術におけるIPACKブロックの有用性の検

討

大学院医系科学研究科(医学)麻

酔蘇生学
教授 堤 保夫

ロコモティブシンドロームの早期発見を可能にする新しいス

クリーニング方法の確立およびフレイルやサルコペニアとの因

果関係の検証

大学院人間社会科学研究科 准教授 田中 亮

口腔所見と死因および年齢の関連の検討
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

アトピー性皮膚炎における悪化因子に関する研究
大学院医系科学研究科(医学)皮

膚科学
准教授 田中 暁生

COVID-19流行下における面会制限がもたらす、周手術

期患者の心理面への影響

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



所属 職名 氏名
課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

炎症性・腫瘍性疾患における遺伝子と炎症との関連研究
病院リウマチ・膠原病科 教授 平田 信太郎

ヒトiPS細胞由来網膜細胞を用いた眼の再生
大学院医系科学研究科(医学)視

覚病態学
教授 木内 良明

脳卒中再生医療後の集中リハビリテーション効果の検証
大学院医系科学研究科(保健学)

生体環境適応科学
教授 弓削 類

造血幹細胞移植関連脂肪萎縮症候群の疫学調査研

究

大学院医系科学研究科(医学)小

児科学
教授 岡田 賢

慢性蕁麻疹患者を対象とした日常診療におけるオマリズマ

ブの薬物継続の決定因子に関する長期多施設共同研究
病院皮膚科 講師 高萩 俊輔

心不全患者の日常生活動作における心負荷軽減の客

観的測定と臨床応用に向けた基礎的研究
病院診療支援部 作業療法士 塩田 繁人

「NICUに入院している新生児の痛みのケアガイドライン」

作成のための

アウトカムの重要性評価

大学院医系科学研究科(保健学)

基礎看護開発学
准教授 小澤 未緒

臓器移植におけるCFSE-MLRを用いた同種異系反応の

検出試験

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



所属 職名 氏名
課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

中枢性過眠症群の重症度診断に関する研究
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

原発性肺癌における呼吸機能低下が予後に与える影響
原爆放射線医科学研究所腫瘍

外科
教授 岡田 守人



所　　　属 職　名 氏　　名

慢性呼吸器疾患および呼吸器感染症の疾患感受性遺

伝子検索のための遺伝子解析

大学院医系科学研究科(医学)分

子内科学
教授 服部 登

呼吸器疾患における血液バイオマーカーの臨床的有用性

に関する研究

大学院医系科学研究科(医学)分

子内科学
教授 服部 登

副腎腫瘍症例における表現型や内分泌検査との関連に

ついての研究
病院内分泌・糖尿病内科 講師 沖 健司

副腎腫瘍の発生・進展に関わる遺伝子の解析 病院内分泌・糖尿病内科 講師 沖 健司

頭蓋・脊椎骨間葉系幹細胞からの神経細胞産生
大学院医系科学研究科(医学)脳

神経外科学
助教 光原 崇文

乳腺腫瘍に対してSonazoid造影超音波検査を臨床応

用する研究

原爆放射線医科学研究所腫瘍

外科
講師 角舎 学行

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

Corrona Japan 関節リウマチ（RA）レジストリ 病院リウマチ・膠原病科 教授 平田 信太郎

脳神経疾患の病変部位と高次脳機能・神経心理学的・

運動学的検査所見との関連性に関する研究

大学院医系科学研究科(医学)脳

神経外科学
研究員 濱 聖司

○迅速審議（前回報告～令和4年8月24日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【42件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

資料3



所　　　属 職　名 氏　　名
課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

呼吸器腫瘍組織由来のオルガノイドを用いた遺伝子発

現、薬剤感受性の解析

大学院医系科学研究科(薬学)細

胞分子生物学
准教授 高橋 陵宇

FDG-PET/CTを含む画像診断検査による肺癌の悪性度

評価に関する観察研究（多施設共同研究）

原爆放射線医科学研究所腫瘍

外科
教授 岡田 守人

人工知能による脳機能画像再構成・病態解析システムの

開発

大学院医系科学研究科(医学)脳

神経外科学
研究員 濱 聖司

乳癌幹細胞および制御性T細胞の定量化、スフェロイド培

養による新たな薬物療法の効果予測

原爆放射線医科学研究所腫瘍

外科
教授 岡田 守人

乳幼児手形アート作品の制作が母親の情緒に及ぼす影

響

大学院医系科学研究科(保健学)

地域保健看護開発学
教授 中谷 久恵

気象の健康への影響評価 IDEC国際連携機構 准教授 鹿嶋 小緒里

新型コロナウイルス感染症の感染状況に関する血清疫学

的研究

医系科学研究科　疫学・疾病制

御学
教授 田中 純子

新型コロナウイルス感染症の感染状況に関する血清疫学

的研究（県立広島病院）

医系科学研究科　疫学・疾病制

御学
教授 田中 純子

新型コロナウイルス感染症の感染状況に関する血清疫学

的研究（広島大学）

医系科学研究科　疫学・疾病制

御学
教授 田中 純子

広島県一般住民における新型コロナウイルス抗体陽性率

に関する疫学的研究

医系科学研究科　疫学・疾病制

御学
教授 田中 純子



所　　　属 職　名 氏　　名
課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

広島県のCOVID19-指定病院における新型コロナウイル

ス感染症患者の入院中及び退院後の病態に関する研究

医系科学研究科　疫学・疾病制

御学
教授 田中 純子

広島県において無作為抽出法により選定された一般住民

および医療従事者等における新型コロナウイルス感染症の

感染状況ならびにワクチンを接種後抗体獲得状況に関す

る血清疫学的研究

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

広島県の新型コロナウイルス感染症行政検査の保存検

体を用いた新型コロナウイルス関連検査の有用性に関す

る疫学的研究

大学院医系科学研究科疫学・疾

病制御学
教授 田中 純子

視覚・聴覚・体性感覚・磁覚・運動に対する行動実験・

脳波計測・脳磁計則・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

切除不能肝細胞癌に対する薬物療法に関する前向き観

察研究（PRISM研究）

大学院医系科学研究科(医学)消

化器・代謝内科学
准教授 相方 浩

眼内アプローチ緑内障手術の術後成績に影響する各種

因子の検討

大学院医系科学研究科(医学)視

覚病態学
教授 木内 良明

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
大学院先進理工系科学研究科 助教 清家 美帆

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 助教 杉本 太路

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

転移性ホルモン感受性前立腺癌患者の診断時背景因

子と治療及び治療経過を観察するレジストリ試験

大学院医系科学研究科(医学)腎

泌尿器科学
教授 日向 信之



所　　　属 職　名 氏　　名
課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

鼻腔・口腔内からの耐性菌の分離及び性状解析
大学院医系科学研究科(歯学)細

菌学
教授 小松澤 均

てんかん患者の発作予測モデル作成のための探索的研究

―気候変化の影響に関する検討―

大学院医系科学研究科(医学)脳

神経内科学
教授 丸山 博文

２型糖尿病患者における口腔機能評価の有用性の検

討

大学院医系科学研究科(歯学)歯

周病態学
教授 水野 智仁

下垂体疾患における遺伝子変異解析研究 病院内分泌・糖尿病内科 講師 沖 健司

生体肝移植における肝灌流液由来単核細胞を用いた免

疫学的解析

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

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

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

医療ビッグデータの比較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

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 特任教授 小川 恵子

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

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



所　　　属 職　名 氏　　名
課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

新型コロナウイルス感染症によるライフスタイル等の変化か

らくる親のストレスと育児への影響

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

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(歯学)公

衆口腔保健学
教授 太田 耕司

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

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


