
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 10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 5年 1月 6日（金）～令和 5年 1月 16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（79件） 

    委員長から 11月 24日，11月 29日，11月 4日，11月 30日，12月 2日, 12月 8日，

12月 9日，12月 13日，12月 14日，12月 16日，12月 21日，12月 22日，12月 23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（14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（24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） 

 １ 来年度（令和 5年度）委員会開催予定日について 

   事務局から，来年度（令和 5年度）の委員会開催予定日を作成した旨，説明があった。 

 

 

以上 

 



所属 職名 氏名

E2022-0141

咽喉頭食道癌内視鏡治療時の狭帯域

光観察およびヨード染色を用いた範囲診

断における単施設前向き研究

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0176
薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）患者

用QOL尺度の評価と臨床応用
病院顎・口腔外科 助教 山崎 佐知子

E2022-0179
大学野球選手の脊柱アライメントが投球

パフォーマンスに与える影響

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

E2022-0184
感性脳科学的手法を用いた体験の定量

評価法の開発にかかる基礎検討

脳・こころ・感性科学研究セ

ンター
准教授 笹岡 貴史

E2022-0185

投球時の肘関節外反ストレスと肘関節

の動的および静的安定化機構に関する

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

E2022-0191

長時間ビデオ脳波モニタリングの電極固

定におけるコロジオン固定法とペースト包

帯固定法の比較

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

E2022-0192

女性の各月経周期における月経周辺期

症状や筋骨格系の変化が下肢運動パ

フォーマンスに及ぼす影響について

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

E2022-0196

日本と中国の作業療法士が脳卒中後

高次脳機能障害を有する患者に実施す

る評価の比較

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

○迅速審議（前回報告～令和4年12月23日） 資料1

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【28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）

E2022-0199
健常若年成人における手指や下肢の自

動運動が聴覚情報処理に与える影響

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

E2022-0201
潰瘍性大腸炎におけるバイオマーカー比

較試験
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0203
運転中のネガティブ感情及び認知状態の

定量評価技術開発に向けた基礎検討

脳・こころ・感性科学研究セ

ンター
特任教授 山脇 成人

E2022-0211
人工知能による歯科診断補助システム

の開発

大学院医系科学研究科

(歯学)医療システム工学
教授 村山 長

E2022-0212

長期予後からみたカプセル内視鏡所見

陰性OGIB (原因不明の消化管出血)

患者の取り扱い

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0213

就労女性が母乳育児を継続する上での

課題と職場における母乳育児支援の利

用実態とニーズ

大学院医系科学研究科

(保健学)助産・母性看護

開発学

講師 藤本 紗央里

E2022-0214

Electrical Impedance

Tomography (EIT)による急性呼吸窮

迫症候群患者に対する体外式膜型肺

管理中の至適呼気終末陽圧の検討:多

施設前向き観察試験

大学院医系科学研究科

(医学)救急集中治療医学
准教授 大下 慎一郎

E2022-0217
妊娠と抗てんかん薬に関する多施設共

同前向き観察研究

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経内科学
教授 丸山 博文

E2022-0218

「ひろしま脳卒中地域連携パス」を使用し

た県内脳卒中患者の急性期・回復期・

生活期における病状や生活の状態等の

分析及び研究

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経外科学
教授 堀江 信貴



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0220

薬剤師による観血的手技予定慢性肝

疾患患者の血小板数と出血リスク確認

に基づくルストロンボパグ推奨が血小板輸

血の回避と観血的手技の安全に及ぼす

影響

病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2022-0223

電気的インピーダンス・トモグラフィーと連

続呼吸音モニタリングを用いた抜管後の

再挿管の予測

病院高度救命救急センター
学術研究

員
内海 秀

E2022-0224

リンパ管内皮細胞(LECs; Lymphatic

Epithelial Cells)に対する越婢加朮湯

（エッピカジュツトウ）・黄耆建中湯（オ

ウギケンチュウトウ）の増殖抑制効果の

検証

病院漢方診療センター 教授 小川 恵子

E2022-0226
血友病患者における治療法と出血エピ

ソードの関係に関する観察研究
病院輸血部 准教授 藤井 輝久

E2022-0227
尾側膵切除術における予防抗菌薬の至

適期間の検証

大学院医系科学研究科

(医学)外科学
准教授 上村 健一郎

E2022-0228

美容医療における医療安全を確保し、

医療安全に係る諸制度との連携を実装

して安全な美容医療のシステムを構築す

るための研究

医療政策室 理事 田中 純子

E2022-0230

マウスモデルを用いたヒト臍帯由来間葉

系幹細胞の新生児慢性肺疾患への治

療効果の検討

病院周産母子センター 助教 早川 誠一

E2022-0231
腎盂尿管癌診断における光力学診断の

有用性を観察する前向き観察研究

大学院医系科学研究科

(医学)腎泌尿器科学
教授 日向 信之

E2022-0232
胆膵領域における免疫関連有害事象の

コホート研究

大学院医系科学研究科

(医学)消化器内科学
教授 岡 志郎



所属 職名 氏名
許可通知番号 課　　　　題　　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0238
運動失調症の患者登録・自然歴研究

（J-CAT）

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経内科学
教授 丸山 博文

E2022-0242

COVID-19感染拡大による面会制限下

における患者の家族に対する看護師のコ

ミュニケーションスキルの影響要因

病院看護部
副看護師

長
池田 真奈美



所　　　属 職　名 氏　　名

E2009-0172-38

うつ病・躁うつ病・難治性うつ病の診

断・治療法の創出のための脳機能

画像研究

大学院医系科学研

究科(医学)精神神

経医科学

教授 岡本 泰昌

E2009-9935-34

うつ病・躁うつ病・難治性うつ病の診

断・治療法の創出のための脳機能

画像研究

大学院医系科学研

究科(医学)精神神

経医科学

教授 岡本 泰昌

E2009-9938-12
被爆者がんの分子発がん機構研究

のための生体試料保存

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2010-9943-27 神経疾患関連遺伝子の研究
原爆放射線医科学

研究所分子疫学
教授 川上 秀史

E2011-9958-19

口腔顎顔面領域に病変を有する患

者および健常者由来細胞からの人

工多能性幹細胞樹立に関する研究

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

E2011-9975-15

口腔顎顔面領域に病変を有する患

者の遺伝子変異およびその遺伝子

診断に関する研究

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

E2014-0965-21
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

○迅速審議（前回報告～令和4年12月23日） 資料2

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【51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）

E2014-9131-11
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バ

イオバンク

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2016-0372-03

治癒切除不能進行性消化器・膵神

経内分泌腫瘍の予後に関する前向

き観察研究(PROP-UP Ⅱ)

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2016-0562-03
女子高校生の骨密度を増加するた

めの健康行動に関する研究

大学院医系科学研

究科(保健学)地

域・学校看護開発

学

教授 川崎 裕美

E2016-0668-03

関節リウマチ（ＲＡ）における関節

破壊の病態の解析とその治療法の

開発に関する研究

病院リウマチ・膠原

病科
教授 平田 信太郎

E2017-0804-01
胆膵疾患の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

内科学

教授 岡 志郎

E2017-0972-04
幼稚園教諭に必要な看護能力の育

成に関する研究

大学院医系科学研

究科(保健学)地

域・学校看護開発

学

教授 川崎 裕美

E2018-1216-02

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

E2018-1405-02

健常者集団内に潜在する線維化ス

テージ別のNAFLD（非アルコール性

脂肪性肝疾患）の推計とリスク因子

の解明

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）

E2018-1567-01 慢性膵炎のコホート研究

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2019-1656-06

人工知能を用いた医用画像及び線

量データ解析による高精度治療の効

率化を目指す研究

大学院医系科学研

究科(医学)放射線

腫瘍学

教授 永田 靖

E2019-1666-01

広島大学病院関連施設における膵

癌早期診断例の臨床病理学的検

討

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2019-1789-02
上部消化管悪性腫瘍における予後

規定因子の解析

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

E2019-1805-03

日本における閉塞性肺疾患のフェノ

タイプ及びエンドタイプを評価すること

を目的とした前向きコホート研究

（the TRAIT study）

大学院医系科学研

究科(医学)分子内

科学

教授 服部 登

E2019-9240-07

日本における閉塞性肺疾患のフェノ

タイプ及びエンドタイプを評価すること

を目的とした前向きコホート研究

（the TRAIT study）

大学院医系科学研

究科(医学)分子内

科学

教授 服部 登

E2020-2081-01

KRAS遺伝子変異G12Cに対する

分子標的薬剤の耐性機序と臨床病

理学的背景の探索

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2020-2123-09

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



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2020-2124-06

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

E2020-2195-01
内視鏡を用いた遠位胆管癌病理診

断能と進展範囲診断能の検討

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2020-2234-03

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

E2020-2253-01
医師のワークモチベーションを維持す

る動機づけ因子の研究

大学院医系科学研

究科(医学)心臓血

管生理医学

准教授 石田 万里

E2020-2327-02

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）

病院消化器・代謝

内科
助教 河岡 友和

E2020-2328-01
HIV感染症患者のお薬手帳活用と

ポリファーマシーの実態調査
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2020-2331-02

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

E2020-2367-02
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



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2020-9247-01

頭頸部表在癌経口的手術後の異

時性他臓器癌の早期発見による予

後への影響と発生リスクと予防方法

の検討に関する多施設共同前向き

コホート研究

大学院医系科学研

究科(医学)耳鼻咽

喉科学・頭頸部外

科学

准教授 上田 勉

E2021-2447-02

切除不能肝細胞癌患者に対する

Atezolizumab+Bevacizumab

併用療法の多施設共同前向き観

察研究

病院消化器・代謝

内科
助教 河岡 友和

E2021-2465-01

COVID-19流行期前後における

ANCA関連血管炎の臨床像に関す

るコホート研究

　（英題：Remission induction

therapy of AAV and

outcomes during COVID-19

pandemic）

病院リウマチ・膠原

病科
教授 平田 信太郎

E2021-2483-01

機能性ディスペプシア（Functional

dyspepsia: FD）に対する漢方薬

の治療効果に関する前後比較観察

試験

病院総合内科・総

合診療科
特任教授 小川 恵子

E2021-2577-03
ニュベクオ®錠　特定使用成績調査

（長期使用）（DAROL)

大学院医系科学研

究科(医学)腎泌尿

器科学

教授 日向 信之

E2021-2632-01

IoT耳式デバイスを活用したCOPD

患者の日常生活動作におけるストレ

スの観察研究

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

E2021-2654-01

マウスピース型カスタムメイド矯正装

置使用後の唾液中の菌層の変化、

顎関節症の発症頻度と顎運動への

影響、歯の移動様相と治療期間、

歯根吸収量および痛みの評価（マ

ルチブラケット装置との比較）

大学院医系科学研

究科(歯学)生体構

造・機能修復学

教授 加来 真人
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申請者（研究責任者）

E2021-2716-01

新型コロナウイルス禍における新卒看

護師のコミュニケーションの困難や課

題、支援ニーズに関する研究

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

E2021-2768-04

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

E2021-2811-02
肺切除術式が心機能に及ぼす影響

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

E2021-2817-03
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

E2022-0060-03

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

E2022-0069-02
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

E2022-0102-01

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

E2022-0126-01
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



所　　　属 職　名 氏　　名
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申請者（研究責任者）

E2022-0130-02
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

E2022-0145-01
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

E2022-0148-01

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

E2022-0162-02

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

E2022-2843-01

膵癌術前化学療法中の胆道ドレ

ナージにおけるcovered metal

stentの有用性

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎


