
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 7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 10月 7日（金）13時 00分～13時 48分 

場  所 臨床管理棟 2階 2Ｆ1会議室 

出席委員 岡村，檜井，岡田，野村，長井，小迫 各委員 

欠席委員 志馬，堀江，田邊，畑，末長，内藤 委員 

陪席者  星出，大財，落合，谷本，小野島 

進  行 岡村委員長 

 

 

（議 事） 

 １ 研究の新規申請について 

   予備審査部会を経た１件（受付番号 E2022-0123）について申請者から研究概要の説明

があり，審議した結果，継続審査とした。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（48件） 

    委員長から 8月 29日,9月 2日,9月 9日,9月 12日,9月 15日,9月 20日,9月 21日,9

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（18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（13件） 

委員長から,研究の中止・終了について,報告があった。 

 

 4 疫学研究に関する不適合等報告について 

委員長から,不適合報告について，対応を含め報告があった。 

 

以上 

 

 

 

 

受付番号 課 題 名 
申請者（研究責任者） 

所 属 職名 氏 名 

E2022-0123 
若年女性の生活習慣と体格および月経を含む

健康との関係－モニタリング調査－ 
人間社会科学研究科 准教授 緒形 ひとみ 



所属 職名 氏名

E2022-0090
精神鎮静法応用による血管抵抗と脈波

への影響
病院障害者歯科 教授 岡田 芳幸

E2022-0093
救急病棟に搬送された患者の家族にお

ける心理的負担と意思決定支援

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

E2022-0095

2型糖尿病の重症低血糖高リスク患者

でのCGMを用いた無自覚性低血糖実態

調査(CGM無自覚性低血糖調査)

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

E2022-0098 血友病患者の骨密度低下に関する研究 病院輸血部 准教授 藤井 輝久

E2022-0100

小児における高病原性の口腔レンサ球

菌の分布および高病原性菌の定着に関

わる口腔細菌叢の網羅的解析

大学院医系科学研究科

(歯学)小児歯科学
助教 秋友 達哉

E2022-0101

AYA(Adolescent and Young

Adult; 思春期、若年成人)がんに対す

る放射線治療に関する意識調査研究

病院放射線治療科 講師 西淵 いくの

資料1○迅速審議（前回報告～令和4年9月28日）

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【24件】

許可通知番号 課　　　　題　　　　名
申請者（研究責任者）



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0104
先天性血小板減少症の遺伝子解析お

よびレジストリ構築

大学院医系科学研究科

(医学)小児科学
教授 岡田 賢

E2022-0112

「病理病期I期（T1＞2 cm）非小細

胞肺癌完全切除例に対する術後化学

療法の臨床第III相試験」の附随研究

早期肺癌切除後の長期的転帰に関する

観察研究

原爆放射線医科学研究所

腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2022-0113
シニア世代のバドミントン競技者に対する

傷害調査と受傷によるQOLへの影響

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

E2022-0114
脳神経疾患における自律神経指標の意

義

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経内科学
教授 丸山 博文

E2022-0115
大学スポーツ選手の外傷発生状況なら

びに体力測定結果の後ろ向き調査

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

E2022-0118
ICUでの重症COVID-19患者の混雑具

合による患者予後への影響の検討

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

E2022-0124
術後悪心嘔吐に対するオンダンセトロンの

効果

大学院医系科学研究科

(医学)麻酔蘇生学
教授 堤 保夫



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0127
日本で働く中国人看護師の異文化看護

への困難感とその関連要因

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

E2022-0129

高速液体クロマトグラフ（HPLC）を用い

た遊離型テイコプラニンの定量法の確立と

治療最適化に関する研究

病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2022-0130
感性可視化ツールのDX化に向けたフィー

ルド研究

脳・こころ・感性科学研究セ

ンター
准教授 笹岡 貴史

E2022-0132
高度肥満症に対する肥満外科治療の費

用対効果に関する研究

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

E2022-0134
表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対す

る内視鏡切除の治療成績
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0144
ホルモン感受性転移性前立腺癌の生検

組織を用いた新規バイオマーカー探索

大学院医系科学研究科

(医学)腎泌尿器科学
教授 日向 信之

E2022-0147
我が国の献血と血液製剤の需給予測に

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



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0149
膵癌切除例におけるBRCA1、BRCA2

発現の予後に与える影響について

大学院医系科学研究科

(医学)外科学
教授 高橋 信也

E2022-0151
先天性魚鱗癬の診療実態に関する全国

調査

大学院医系科学研究科

(医学)皮膚科学
准教授 田中 暁生

E2022-0162

全身性エリテマトーデス患者における、

QoLが全般的労働生産性障害および活

動性障害に与える影響の検討

病院リウマチ・膠原病科 教授 平田 信太郎

E2022-0164
多チャンネル表面筋電図を用いた舌骨上

筋群運動単位の活動動態
病院リハビリテーション科 助教 牛尾 会



所　　　属 職　名 氏　　名

E2014-1135-02
国内流行HIV及びその薬剤耐性株

の長期的動向把握に関する研究
病院輸血部 准教授 藤井 輝久

E2015-0204-02
広島県における輸血用血液製剤の

使用実態の把握に関する調査研究
医療政策室 理事 田中 純子

E2015-9151-18 悪性高熱症関連遺伝子の研究 病院手術部 講師 三好 寛二

E2016-0326-06
尿路上皮癌の予後予測因子、治療

効果予測因子の調査研究

大学院医系科学研

究科(医学)腎泌尿

器科学

教授 日向 信之

E2017-1039-03
広島大学病院矯正歯科患者を対

象とした口腔環境の実態調査

大学院医系科学研

究科(歯学)歯科矯

正学

教授 谷本 幸太郎

E2017-9204-06
非典型溶血性尿毒症症候群

(aHUS)の診断・全国調査研究
病院腎臓内科 教授 正木 崇生

E2018-1217-05 成人期口腔ケアに関する研究

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔保

健疫学

教授 内藤 真理子

資料2○迅速審議（前回報告～令和4年9月28日）

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【25件】

許可通知番号 課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2018-1376-02
消化器内視鏡に関連する疾患、治

療手技データベース構築
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2019-1603-02
歯科医師における歯と全身の健康、

栄養との関連に関する縦断研究

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔保

健疫学

教授 内藤 真理子

E2019-1623-01
施設入所高齢者の栄養摂取状況

の変化がQOLに及ぼす影響

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔保

健疫学

教授 内藤 真理子

E2019-1693-01
カンボジアにおけるHBV母子感染に

関する血清疫学調査研究
医療政策室 理事 田中 純子

E2019-1750-01
ヒトの感情が認知・精神機能に及ぼ

す影響と生理的変数との関連

大学院医系科学研

究科(保健学)生理

機能情報科学

助教 遠藤 加菜

E2020-2107-01

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

医療政策室 理事 田中 純子

E2020-2119-01
人工知能による矯正歯科診断補助

法の開発

大学院医系科学研

究科(歯学)歯科矯

正学

教授 谷本 幸太郎

E2020-2124-04

広島県の新型コロナウイルス感染症

行政検査・臨床検査の保存検体を

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(医学)疫学・

疾病制御学

教授 田中 純子



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2020-2129-01

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

医療政策室 理事 田中 純子

E2020-2234-02

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

E2020-2267-01 長距離走前後での足部体積の変化

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

E2021-2527-01

大腸癌成績向上を目指した新たな

危険因子の検索　後ろ向き多施設

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

E2021-2534-01
てんかん・認知症の鑑別に資する脳

波AIプログラム開発研究

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

外科学

准教授 飯田 幸治

E2021-2677-02
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

E2021-2704-01

認知症の予防段階での歯科的介入

によるエビデンスの集積とその介入時

期・方法の検証及び口腔機能向上

プログラムの実践効果の検証に関す

る調査研究事業

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔保

健疫学

教授 内藤 真理子

E2021-2705-01
口腔関連QOL尺度の国民標準値

算定に関する研究

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔保

健疫学

教授 内藤 真理子



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2021-2711-01
脳卒中片麻痺患者への各種歩行

支援ロボット適応の検討

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

E2022-0072-01
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


