
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 8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 11月 4日（金）13時 00分～13時 26分 

場  所 臨床管理棟 2階 2Ｆ2会議室 

出席委員 岡村，岡田，野村，田邊，畑，長井，末長，小迫，内藤 各委員 

欠席委員 檜井，志馬，堀江 委員 

陪席者  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 

   継続審査となっている１件（受付番号 E2022-0123）について申請者から研究概要，及

び前回審査以降の検討内容と修正箇所の説明があり，審議した結果，承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（49件） 

    委員長から 9月 29日,9 月 30日,10月 4日,10月 11日,10月 20日,10月 24日,10月

27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（10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（21件） 

委員長から,研究の中止・終了について,報告があった。 

 

 

 その他連絡事項 

・倫理審査委員会委員向け研修について 

事務局より,委員向け研修の開催について案内があった。 

 

 

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

E2022-0096
唾液分泌量および唾液の質的差異と味

覚感受性との関連調査
病院口腔検査センター 教授 加治屋 幹人

E2022-0110

J-HOS (Japan Hemophilia

Outcome Study)

「血友病患者の次世代治療をめざした多

面的アウトカムに関するコホート研究」

大学院医系科学研究科

(医学)小児科学
助教 溝口 洋子

E2022-0111
品胎妊娠の妊娠・分娩管理についての

検討

大学院医系科学研究科

(医学)産科婦人科学
教授 工藤 美樹

E2022-0117

細胞診の鑑別困難症例の鑑別に次世

代シーケンサーを用いた遺伝子解析は有

用である。

病院病理診断科 教授 有廣 光司

E2022-0122

Health impact assessment of a

Nuclear Power Plant Project in

Uzbekistan: Public perceptions of

its impact

ウスベキスタンにおける原子力発電所設

置プロジェクトを対象とした健康影響予測

評価: 住民による影響認知

大学院医系科学研究科

(医学)公衆衛生学
教授 久保 達彦

E2022-0133
病棟看護師の被援助志向性と時間不

安がストレス反応に及ぼす影響

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

○迅速審議（前回報告～令和4年10月27日） 資料1

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【23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）

E2022-0135

急性期病院における高齢がん患者の初

期治療選択支援に対する外来看護師の

困難感

大学院医系科学研究科

(保健学)老年・がん看護開

発学

教授 宮下 美香

E2022-0136
前庭機能検査とめまい関連検査結果パ

ターンに関する研究
病院検査部 准教授 横崎 典哉

E2022-0137
漢方医学教育における舌診の習得のた

めのプログラム構築

病院総合内科・総合診療

科
特任教授 小川 恵子

E2022-0139
コロナ感染症後の癌診断率低下に寄与

した因子の探索的検討

病院総合内科・総合診療

科
助教 宮森 大輔

E2022-0142

ロボット支援腎部分切除術における

3DCT画像を用いた術中ナビゲーションの

有用性に関する研究

大学院医系科学研究科

(医学)腎泌尿器科学
教授 日向 信之

E2022-0143
図書館との連携事業として行う音楽回想

法に関する調査

大学院医系科学研究科

(保健学)老年・地域作業

機能制御

教授 花岡 秀明

E2022-0145
先天代謝異常症と診断された子どもの養

育の現状

大学院医系科学研究科

(保健学)小児看護開発学
教授 祖父江 育子



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0146
女性がん患者の妊孕性温存の意思決

定を支援する看護実践に関連する要因

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

E2022-0152
若年者大腸癌の臨床病理学的特徴と

予後の調査
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0154

化学放射線療法を受ける高齢食道がん

患者に対する在院日数延長の要因と看

護介入の検討

病院看護部 看護師長 林 裕子

E2022-0157

COVID-19 ARDSにおける人工呼吸器

関連下気道感染症が転帰に与える影響

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

E2022-0159
頭頸部癌患者における放射線治療と顎

骨壊死に関する研究
病院歯科放射線科 講師 小西 勝

E2022-0161
口腔内超音波検査の診断法確立に向

けた研究
病院歯科放射線科 講師 小西 勝

E2022-0169
造影CTの血管外漏出の予測と漏れ検

知サポートシステムの使用基準の設定
病院診療支援部

契約診療

放射線技

師

松本 頼明



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0171
間質性肺炎合併肺がんの予後とそれに

影響を及ぼす背景因子についての検討

大学院医系科学研究科

(医学)分子内科学
教授 服部 登

E2022-0175

血管内大細胞型B細胞リンパ腫疑い例

に対するランダム皮膚生検の適応とその

方法

大学院医系科学研究科

(医学)皮膚科学
准教授 田中 暁生

E2022-0193

広島大学形成外科における遊離組織移

植術，遊離複合組織移植術を用いた

再建手術例の検討

病院国際リンパ浮腫治療学

講座

寄附講座

教授
光嶋 勲



所　　　属 職　名 氏　　名

E2014-0965-20
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

E2017-0989-04

Triple negative乳癌における，エ

リブリンメシル酸塩を用いた術前化学

療法多施設共同無作為化第Ⅱ相

臨床試験(JBCRG-22)付随研究

―生存観察研究

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
講師 角舎 学行

E2018-1242-01
胃癌関連施設共通データベースの構

築

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

E2018-1480-03

肝炎ウイルス検査受検状況実態把

握および受検率の変化に関わる要

因分析

医系科学研究科

疫学・疾病制御学
教授 田中 純子

E2019-1742-02

左側結腸・直腸手術における近赤

外線光を用いた非侵襲的腸管組織

酸素飽和度測定に関する多施設共

同前向き観察研究(HiSCO 09 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

E2019-1876-02
日本整形外科学会症例レジストリー

（JOANR）構築に関する研究

大学院医系科学研

究科(医学)整形外

科学

教授 安達 伸生

E2020-2032-02

小児法医剖検試料のゲノム情報解

析による被虐待児のバイオマーカー

探索

大学院医系科学研

究科(医学)法医学
教授 長尾 正崇

○迅速審議（前回報告～令和4年10月27日） 資料2

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【26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）

E2020-2122-04

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

E2020-2166-03

テプミトコ錠250mg使用成績調査

（MET遺伝子エクソン14スキッピン

グ変異陽性の切除不能な進行・再

発の非小細胞肺癌）

大学院医系科学研

究科(医学)分子内

科学

教授 服部 登

E2020-2367-01
日本人多発性硬化症患者における

疫学調査

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

内科学

教授 丸山 博文

E2021-2449-01

全周性食道表在癌に対する治療後

の アウトカムに関する多施設前向き

観察研究

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2021-2459-02
重症先天性好中球減少症に対する

同種造血細胞移植に関する研究

大学院医系科学研

究科(医学)小児科

学

教授 岡田 賢

E2021-2491-02
ヒト正常肝細胞および肝癌細胞由

来オルガノイドの開発

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

E2021-2530-01
コロナ禍における肝炎対策に関する

Global Study

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

E2021-2601-01
補綴治療による機能回復の個別化

予測モデルの開発

大学院医系科学研

究科(歯学)先端歯

科補綴学

教授 津賀 一弘



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2021-2652-01

Cancer associated fibroblasts

(CAFs) 上のインテグリン阻害による

腫瘍の退縮

大学院医系科学研

究科(医学)免疫学
研究員 横崎 恭之

E2021-2708-01

特定非営利活動法人　日本脳神

経血管内治療学会データベースを用

いた観察研究 – パルスライダー、W-

EBデバイス-

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

外科学

教授 堀江 信貴

E2021-2730-03
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)精神

機能制御科学

教授 岡村 仁

E2021-2780-02

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

大学院医系科学研

究科(保健学)共生

社会医学

寄附講座

教授
石井 伸弥

E2021-2816-01

JCOG1807CA1：肺尖部胸壁浸

潤癌に対する化学放射線療法後の

術前後デュルバルマブもしくはデュルバ

ルマブ維持療法を併用した集学的

治療におけるバイオマーカー探索的

研究

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2021-2816-02

JCOG1807CA1：肺尖部胸壁浸

潤癌に対する化学放射線療法後の

術前後デュルバルマブもしくはデュルバ

ルマブ維持療法を併用した集学的

治療におけるバイオマーカー探索的

研究

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2021-2817-01
高濃度酸素が生体に及ぼす作用機

序明確化と効果検証

脳・こころ・感性科

学研究センター
准教授 笹岡 貴史



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0014-02

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)精神

機能制御科学

教授 岡村 仁

E2022-0020-01
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

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

E2022-0060-02

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

E2022-0086-01

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


