
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 9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 12月 2日（金）～令和 4年 12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 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（72件） 

    委員長から 10月 31日,11 月 2日,11月 4日,11月 8日,11月 9日, 11月 15日,11月

16日,11月 17日,11 月 21 日,11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（8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

E2022-0091

高齢口腔がん患者の治療方針の決定に

寄与する治療アウトカム確立を目的とし

た高齢者機能評価の臨床的検討

病院顎・口腔外科 助教 谷 亮治

E2022-0126
TILs超音波画像による乳がん術前化学

療法の治療効果予測の検討

原爆放射線医科学研究所

腫瘍外科
講師 角舎 学行

E2022-0131
カフ式脈波計のFMD測定可能性検証に

関する研究

原爆放射線医科学研究所

再生医療開発
教授 東 幸仁

E2022-0138
重症COVID-19症例のデータベース構

築と解析

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

E2022-0140

回復期リハビリテーション病棟に入院した

股関節骨折術後患者のADL予測－睡

眠データを用いた検討－

大学院医系科学研究科

(保健学)作業行動探索科

学

教授 宮口 英樹

E2022-0148
内外受容感覚への意識集中に関わる脳

生理機序解明に向けた観察研究

脳・こころ・感性科学研究セ

ンター

特任准教

授
町澤 昌宏

E2022-0155
緑内障の治療成績に関する多機関共同

後向き観察研究

大学院医系科学研究科

(医学)視覚病態学
教授 木内 良明

E2022-0156

オンライン国際協働型の災害と健康への

影響と地域のレジリエンス促進に関する

教育効果検討

大学院医系科学研究科

(保)
准教授 加古 まゆみ

○迅速審議（前回報告～令和4年11月25日） 資料1

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【32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）

E2022-0158
ウェアラブルディバイスで測定する生体反

応と抑うつ症状の関連性の検討
保健管理センター 教授 岡本 百合

E2022-0160 眼科福祉相談連携パス運用アンケート
大学院医系科学研究科

(医学)視覚病態学
教授 木内 良明

E2022-0165

口腔癌患者におけるMICAおよび腫瘍内

浸潤免疫細胞の細胞動態と臨床的意

義とその相関性について

病院顎・口腔外科 助教 谷 亮治

E2022-0166
三次元運動を課題動作とする足関節位

置覚の評価に関する疫学研究

大学院医系科学研究科

(医学)整形外科学
教授 安達 伸生

E2022-0167
近赤外分光法による歩行課題中の脳活

動計測

大学院医系科学研究科

(保健学)運動器機能医科

学

教授 浦川 将

E2022-0168

上肢課題動作において運動主体感の変

化が脳活動および運動学習効果に与え

る影響

大学院医系科学研究科

(保健学)運動器機能医科

学

教授 浦川 将

E2022-0170
手内在筋のストレッチングが手の運動パ

フォーマンスに与える影響に関する研究

大学院医系科学研究科

(保健学)上肢機能解析制

御科学

教授 砂川 融

E2022-0173
在宅がん療養者へのケアマネジメントを学

ぶICT教育プログラム

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

E2022-0174
大腸菌血流感染症例のセフメタゾール感

受性に関する検討
病院救急集中治療科

医科診療

医
難波 剛史



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0177

持続性心房細動再発例において

ExTRa　mappingを用いたnon  PV

ablation の検討

大学院医系科学研究科

(医学)循環器内科学
教授 中野 由紀子

E2022-0180

小児における摂食嚥下障害および構音

障害に対する口腔内装置の効果に関す

る研究

病院小児歯科 助教 太刀掛 銘子

E2022-0186
肝硬変患者に対するカプセル内視鏡検

査の有用性に関する検討
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0187

ポストコロナ時代における血液センターに

よる効果的な献血確保策の先進事例に

関する全国調査

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

E2022-0188

膠原病・リウマチ性疾患を対象とした赤

血球中ポリグルタメート化メトトレキサート

濃度に関する研究

病院リウマチ・膠原病科 教授 平田 信太郎

E2022-0194
AYA世代がんサバイバーにおける認知機

能の実態と就労

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

E2022-0195
高速液体クロマトグラフ（HPLC）を用い

た抗てんかん薬の定量法の確立
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2022-0197

SARS-CoV-2患者の感染により得られ

た血清抗体と医療従事者のmRNAワク

チンにより得られた血清抗体を対象とし

た、流行株別Spikeタンパクを用いたIn

HouseのDirect ELISA測定系による

測定・評価を目的とした疫学的研究

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
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0200
僧帽弁手術時に施行する左房縫縮術の

効果評価

大学院医系科学研究科

(医学)外科学
教授 高橋 信也

E2022-0202

人工知能を応用した画像解析ソフトウェ

アによる胸部CT画像を用いた呼吸機能

に関する定量評価法についての検討

大学院医系科学研究科

(医学)放射線診断学
教授 粟井 和夫

E2022-0204

広島大学病院ペインクリニック受診患者

を対象とした新しいICD-11慢性疼痛分

類による統計と分析

大学院医系科学研究科

(医学)麻酔蘇生学
教授 堤 保夫

E2022-0205
パナソニック細菌カウンタを用いた口腔細

菌数のう蝕活動検査への応用
病院口腔検査センター 教授 加治屋 幹人

E2022-0208

WJOG15922G　CyberOncology®

を用いた切除不能進行・再発胃癌に対

するニボルマブ併用化学療法の前向き観

察研究

病院がん治療センター 准教授 岡本 渉

E2022-0215
終末期患者における人工呼吸器離脱後

の死亡時間について関連因子の検討

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

E2022-0216

視神経脊髄炎スペクトラム障害患者にお

けるタクロリムスの再発抑制効果と至適

導入時期の検討

病院脳神経内科 助教 内藤 裕之



所　　　属 職　名 氏　　名

E2008-0129-04
広島原爆被爆者における被爆線量

の影響に関する検討

原爆放射線医科学

研究所分子疫学
教授 川上 秀史

E2014-0922-01
消化器癌研究のためのデータベース

登録

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

E2016-0467-04

日常生活活動における若年者およ

び高齢者のバイオメカニクス特性につ

いて

大学院医系科学研

究科(保健学)生体

運動・動作解析学

教授 高橋 真

E2017-0953-03
肺炎球菌ワクチン導入による各種中

耳炎，関連疾患の動向調査

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

E2017-1024-02
世界初の蕁麻疹国際レジストリへの

参加

大学院医系科学研

究科(医学)皮膚科

学

教授 田中 暁生

E2017-1115-04
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

E2017-9202-03

遺伝子多型が消化器疾患術後経

過および再発・予後に与える影響に

ついての検討

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

○迅速審議（前回報告～令和4年11月25日） 資料2

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【40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）

E2018-1157-02

咽喉頭癌に対する放射線治療後の

音声障害と生活の質（QOL）との

関連

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

E2018-1302-02 疫学調査「口腔がん登録」

大学院医系科学研

究科(歯学)口腔腫

瘍制御学

教授 柳本 惣市

E2018-9222-03

胎盤の機能・形成不全が原因と考

えられる産科疾患の分子・細胞生物

学的病因解析

大学院医系科学研

究科(医学)産科婦

人科学

助教 杉本 潤

E2019-1693-02
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

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

E2020-2017-02

80歳以上の食道表在癌・早期胃

癌患者に対する治療選択システムの

確立（E-STAGE trial）

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2020-2037-01
臓器移植領域における免疫多様性

解析の臨床応用に関する研究

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

E2020-2123-08

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

E2020-2124-05

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）

E2020-2158-05

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

E2020-2245-01

胆管癌における大動脈周囲リンパ節

の微小転移を含めた転移率の検索

と、それらを予測する術前危険因子

の抽出

大学院医系科学研

究科(医学)外科学
教授 高橋 信也

E2020-2258-01
病原細菌に有効なファージを生体・

食品・環境から分離する

大学院医系科学研

究科(歯学)細菌学
教授 小松澤 均

E2020-2297-01

脳卒中レジストリを用いた広島の脳

卒中診療実態の把握（HARP

Study）

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

内科学

教授 丸山 博文

E2021-2493-01

未治療進行または再発非小細胞肺

がんを対象としたニボルマブ＋イピリム

マブ±化学療法併用療法の日本に

おける治療実態および有効性と安全

性に関する観察研究（LIGHT-

NING）

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2021-2631-02
ハイブリッドレジンおよびPEEKを用い

たCAD/CAM冠装着後の観察研究

病院咬合・義歯診

療科
助教 森田 晃司

E2021-2672-01
血管内皮機能と長距離通勤との関

係に関する研究

原爆放射線医科学

研究所再生医療開

発

教授 東 幸仁

E2021-2713-02
三学会合同抗菌薬感受性サーベイ

ランス ―手術部位感染症―
病院感染症科 教授 大毛 宏喜



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2021-2737-01

WJOG6410LTR 非小細胞肺癌

完全切除後Ⅱ-Ⅲ期の EGFR 変異

陽性例 に対するシスプラチン＋ビノレ

ルビン併用療法を対照とした ゲフィチ

ニブの術後補助化学療法のランダム

比較第Ⅲ相試験

（WJOG6410L/IMPACT）にお

ける付随バイオマーカー研究

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2021-2738-01

自己血管バスキュラーアクセス狭窄

病変に対する経皮的血管拡張術に

おけるパクリタキセルコーティングバルー

ンカテーテルの治療効果

病院腎臓内科 教授 正木 崇生

E2021-2741-02

ヒトの歯、歯髄および歯周組織を用

いた歯髄炎、根尖性歯周炎および

歯周炎治療法の開発に関する基礎

研究

大学院医系科学研

究科(歯学)歯髄生

物学

教授 柴 秀樹

E2021-2753-02
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

E2021-2768-02

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

E2021-2768-03

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

E2021-2776-02
Web教材を用いた継続教育と

NICUの痛みのケアの質向上の検証

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



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2021-2779-01 直接灸による栄養状態改善の検討
病院総合内科・総

合診療科
特任教授 小川 恵子

E2021-2802-02
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

E2021-2817-02
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

E2022-0048-02
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

E2022-0063-01

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

大学院医系科学研

究科(歯学)歯周病
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