
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 11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 2月 3日（金）～令和 5年 2月 13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（49件） 

    委員長から 1月 5日，1月 6日，1月 11日，1月 12日, 1月 19日，1月 24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（21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（43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

E2022-0150

PARANOIA (Pancreatic

Anastomosis Audit)

膵吻合の監査

大学院医系科学研究科

(医学)外科学
准教授 上村 健一郎

E2022-0172
乳房切除術後のHR-QOLと満足度に関

する調査研究

原爆放射線医科学研究所

腫瘍外科
講師 角舎 学行

E2022-0178 バトントワーリング選手に対する傷害調査
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

E2022-0182
女子ラグビーの現状と問題点に関する調

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

E2022-0183
卒前教育におけるオンライン診療教育プ

ログラムの開発と効果検証

病院総合内科・総合診療

科
助教 宮森 大輔

E2022-0229

JCOG2007A1：免疫チェックポイント阻

害薬使用における腸内細菌叢解析によ

る効果予測因子および有害事象予測因

子に関する探索的研究

大学院医系科学研究科

(医学)分子内科学
教授 服部 登

E2022-0234
緑内障手術後の線維化に影響する因子

の解明

大学院医系科学研究科

(医学)視覚病態学
教授 木内 良明

E2022-0235

未分化型胃癌におけるH. pylori 感染

の影響と除菌後未分化型胃癌の臨床

病理学的特徴

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0236

再発・転移口腔癌に対するニボルマブの

有効性に関する多施設共同後向き観察

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

E2022-0237
他臓器進行癌合併早期胃癌に対する

ESD施行例の治療成績と予後
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

○迅速審議（前回報告～令和5年1月24日） 資料1

以下の申請書を審議し，承認した。

１．新規申請【19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）

E2022-0239

Virtual scale endoscopeを用いた生

体内での大腸腫瘍径測定の有用性とそ

の教育効果に関する研究

病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0240
ニボルマブ単剤治療を受けた非小細胞

肺癌患者の観察研究
病院呼吸器内科 助教 益田 武

E2022-0241
早期大腸癌における内視鏡切除法別の

Vertical marginの検討
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2022-0243
口腔乾燥を有する経管栄養者への口腔

ケアの頻度とタイミングの確立
病院障害者歯科

歯科診療

医
朝比奈 滉直

E2022-0244
胸部悪性腫瘍における代謝を標的とした

遺伝子及び治療探索

原爆放射線医科学研究所

腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2022-0245
COVID-19患者の転帰に影響を及ぼす

因子の検討
病院診療支援部

作業療法

士
塩田 繁人

E2022-0247

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる高齢者の生活および心身機能の変

化と「新しい生活様式」モデルの構築

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

E2022-0248
脳腫瘍患者におけるC-CATデータを利

用したがんゲノム情報解析

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経外科学
教授 堀江 信貴

E2022-0250
膵癌におけるCA125の臨床的意義の検

索

大学院医系科学研究科

(医学)外科学
教授 高橋 信也



所　　　属 職　名 氏　　名

E2006-9129-35

悪性腫瘍、生活習慣病、ウイルス性

肝炎、血液疾患、神経変性症及び

精神疾患におけるテロメア不安定性

機構の解析

大学院医系科学研

究科(薬学)細胞分

子生物学

教授 田原 栄俊

E2011-0407-06
NBI大腸内視鏡画像における診断

支援システムの開発
病院内視鏡診療科 教授 田中 信治

E2012-0695-04
肝細胞癌に対するネクサバール治療

の多施設予後調査

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2013-9112-08

非アルコール性脂肪性肝疾患患者

の肝臓シグナルプロファイリングと血液

マーカー探索

病院消化器・代謝

内科
講師 中原 隆志

E2014-0942-03
筋萎縮性側索硬化症の病態解明

に関する研究

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

内科学

教授 丸山 博文

E2014-1012-05
口腔癌治療後の生活の質に関する

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

E2016-0682-02
全国国立大学附属病院におけるCT

撮影線量調査
病院診療支援部

主任部門

長
木口 雅夫

E2016-0704-01

HBs抗原陽性のB型肝炎ウイルス持

続感染者における予後および発癌に

関する検討

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2017-0968-01
肝細胞癌に対するスチバーガ治療の

多施設予後調査

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

○迅速審議（前回報告～令和5年1月24日） 資料2

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【30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）

E2017-1038-02

経頭蓋電気刺激時の気道損傷に

対するマウスピースの保護効果の検

討

大学院医系科学研

究科(医学)麻酔蘇

生学

教授 堤 保夫

E2017-1081-02
女性がん検診の受診行動に影響を

及ぼす要因に関する意識調査

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

E2018-1166-01

病理組織学的に腫瘍浸潤リンパ球

tumor-infiltrating

lymphocytes（TILs）を示す乳

がんの超音波画像の特徴

病院乳腺外科 助教 惠美 純子

E2018-1204-02

口臭と口腔内細菌および唾液中の

バイオマーカーとの関係についての研

究

大学院医系科学研

究科(歯学)公衆口

腔保健学

教授 太田 耕司

E2018-9216-05
BRCA遺伝学的検査に関するデータ

ベースの作成
病院遺伝子診療科 教授 檜井 孝夫

E2019-1772-01
限局性膵管異常を対象とした前向

き観察研究

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2019-1899-01
大動脈瘤・大動脈解離発症に関連

する組織変性機序の解明

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

E2019-1925-01
肝細胞癌に対する抗VEGF抗体薬

（サイラムザ）の多施設予後調査

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2020-2292-04

WJOG13320GPS　未治療切除

不能進行・再発胃癌に対するマイク

ロサテライト不安定性を評価する観

察研究

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2020-2300-02

肝細胞癌に対する免疫チェックポイン

ト阻害薬＋分子標的薬（テセントリ

ク＋アバスチン）の多施設予後調査

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）

E2021-2476-01
肝細胞癌に対する分子標的薬（カ

ボザンチニブ）の多施設予後調査

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2021-2510-01

がん化学療法後に増悪した根治切

除不能な進行・再発食道扁平上皮

癌に対するNivolumab療法におけ

るバイオマーカー探索を含む前向き観

察研究

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2021-2592-01

ヘリコバクター・ピロリ未感染症例ない

し除菌後症例に発生した粘膜下層

以深浸潤胃癌に関する多施設共同

観察研究

病院総合内科・総

合診療科
教授 伊藤 公訓

E2021-2612-01

十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視

鏡的乳頭切除術の安全性と臨床経

過

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2021-2632-02

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

E2021-2684-01

日本語版 The Positive and

Negative Affect Schedule

（PANAS）を用いた睡眠が感情に

与える影響の検討

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

E2021-2768-05

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

E2021-2777-01
歩行補助装置RE-Gaitのフレイル予

防効果等の検討

大学院医系科学研

究科(保健学)生体

環境適応科学

助教 中川 慧

E2022-0046-01

日本腎生検レジストリーにおける抗が

ん剤による腎障害の臨床像に関する

検討（多施設共同観察研究：横

断研究、一部コホート研究）

病院腎臓内科 教授 正木 崇生



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0064-01

Neoadjuvant therapy in left

sided resectable pancreatic

adenocarcinoma

切除可能左側膵癌に対する術前治

療

大学院医系科学研

究科(医学)外科学
准教授 上村 健一郎

E2022-0086-02

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


