
 

 

 

 

 

令和 4年度 第 12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 3月 3日（金）～令和 5年 3月 15日（水） 

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 

 

（議 事） 

 １ 不適合報告について 

    研究責任者より提出のあった不適合報告について審議し，研究継続を承認した。 

 

（報 告） 

 １ 迅速審査について（63件） 

    委員長から 1月 27日,2月 1日,2月 3日,2月 6日,2月 16日,2月 20日,2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（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（27件） 

委員長から,研究の中止・終了について,報告があった。 

 

 4 広島大学疫学研究倫理審査委員会委員のご退任について 

委員長から，委員の退任について，報告があった。 

 

 

以上 

 



所属 職名 氏名

E2022-0016

もやもや病の頭蓋外-頭蓋内バイパス手

術後の頭蓋内血行動態変化と術後転

帰の検討

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経外科学
教授 堀江 信貴

E2022-0153
腕時計型ウェアラブルIoT端末の精度確

認および精度向上に関する研究

原爆放射線医科学研究所

再生医療開発
教授 東 幸仁

E2022-0198
レミマゾラム麻酔下での交感神経応答誘

発閾値を用いたオピオイド感受性の測定

大学院医系科学研究科

(医学)麻酔蘇生学
准教授 佐伯 昇

E2022-0206 習慣性咀嚼側の評価法に関する検討
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

E2022-0210

JCOG1008A1：局所進行頭頸部扁

平上皮癌術後再発ハイリスク患者の術

後補助化学放射線療法の予後・治療

効果・有害事象を予測するバイオマー

カー研究

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

E2022-0219
若年性認知症の人の医療や暮らしにお

けるニーズに関する研究

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

E2022-0233

前立腺癌に対する放射線療法を受ける

患者の認知機能障害の関連因子：混

合研究法による縦断調査

大学院医系科学研究科

(保健学)老年・がん看護開

発学

研究員 岩波 由美子

E2022-0246
日中大学生の親の介護への意欲に関す

る研究

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

E2022-0253
血友病成人患者の活動実態と出血状

況調査
病院輸血部 助教 山崎 尚也

○迅速審議（前回報告～令和5年2月24日） 資料2

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）

E2022-0254

Virtual Realityを利用したスポーツビジョ

ントレーニングが身体機能と視機能に与

える即時効果

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

E2022-0256

地域高齢者の認知症発症と健康維持

のためのセルフマネジメントのつながりに関

する研究

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

E2022-0257
自己免疫性胃炎診断に資する抗壁細

胞抗体測定系の開発 国内多施設研究

病院総合内科・総合診療

科
教授 伊藤 公訓

E2022-0258

CBCTを用いたPre-Eruptive

Intracoronal Resorptionの有病率と

病因の調査

病院歯科放射線科 助教 島袋 紀一

E2022-0259
薬物乱用者集団にまん延するC型肝炎

ウイルスの疫学的分子生物学的研究

大学院医系科学研究科疫

学・疾病制御学
教授 田中 純子

E2022-0260
当院における脳血管内治療の成績と、

術後合併症に寄与する因子の検討

大学院医系科学研究科

(医学)脳神経外科学
教授 堀江 信貴

E2022-0263
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウムによる

低K血症リスクの検討
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2022-0265 テノン組織上のインテグリン発現の研究
大学院医系科学研究科

(医学)視覚病態学
教授 木内 良明

E2022-0266
慢性肝疾患，肝癌の肝組織の研究のた

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

E2022-0268
眼科院内福祉相談事業による医療福

祉連携促進効果の検証

大学院医系科学研究科

(医学)視覚病態学
教授 木内 良明



所　　　属 職　名 氏　　名

E2008-9925-14 神経疾患のiPS細胞を用いた研究
原爆放射線医科学

研究所分子疫学
教授 川上 秀史

E2011-9975-16

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

E2012-0624-06 慢性肝疾患コホート研究

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2012-0726-04
消化器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

E2014-0921-01
臓器移植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

E2015-0246-02
多施設共同による自己免疫性膵炎

の実態調査

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2016-0486-02
腹部手術における末梢神経ブロック

の鎮痛効果の検討

大学院医系科学研

究科(医学)麻酔蘇

生学

教授 堤 保夫

E2017-0810-01
非感染性ぶどう膜炎に対する免疫抑

制剤の効果に対する研究

大学院医系科学研

究科(医学)視覚病

態学

教授 木内 良明

E2017-0856-04 栄養状態と脳卒中の予後の関連

大学院医系科学研

究科(医学)脳神経

内科学

教授 丸山 博文

○迅速審議（前回報告～令和5年2月24日） 資料3

以下の申請書を審議し，承認した。

２．変更申請【44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）

E2017-0912-02

前立腺、腎臓、膀胱におけるオルガ

ノイドを用いた遺伝子発現、薬剤感

受性の解析

大学院医系科学研

究科(医学)腎泌尿

器科学

教授 日向 信之

E2017-0961-05

災害時の行政、学校職員、住民の

避難所での動向の実態と課題に関

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

E2017-1059-01
T2マップによる顎関節部MRI定量

評価

大学院医系科学研

究科(歯学)歯科放

射線学

教授 柿本 直也

E2018-1490-01

組織学的に診断された「アルコール

性」でない脂肪肝炎(non-ASH

steatohepatitis)のregistry研究

大学院医系科学研

究科(医学)医療イ

ノベーション

共同研究

講座教授
茶山 一彰

E2018-1546-02

粘液型肺腺癌(mucinous

adenocarcinoma) における

KRAS遺伝子変異、NRG1遺伝子

転座発現の臨床的背景と意義およ

びcircle RNAを用いた術前診断の

探索

原爆放射線医科学

研究所腫瘍外科
教授 岡田 守人

E2019-1623-02
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

E2019-1624-02
HBV持続感染者におけるHBe抗

原・HBe抗体力価変化の解析

大学院医系科学研

究科(医学)消化器

内科学

教授 岡 志郎

E2019-1822-01

進展型小細胞肺癌患者に対する初

回治療カルボプラチン/エトポシド/アテ

ゾリズマブ併用療法の実地診療にお

ける有効性、安全性を検討する多

施設前向き観察研究

大学院医系科学研

究科(医学)分子内

科学

教授 服部 登

E2019-1931-03

ヒト心臓試料を用いた心房細動発

症、左心耳血栓形成予測因子検

索、病態解明のための研究

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



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2020-1954-01

口腔内細菌、歯周病、歯周病治療

が心房細動アブレーション後の予後

に及ぼす影響を調査する前向き研

究

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

E2020-1968-03
I型アレルギーおよび自己免疫性慢

性蕁麻疹の新規検査法の開発
病院薬剤部 教授 松尾 裕彰

E2020-2063-04
健常者を対象としたニューロフィード

バックのメカニズム研究

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

E2020-2149-01
血液疾患における巨核球形態の臨

床的意義の検証

原爆放射線医科学

研究所血液・腫瘍

内科

教授 一戸 辰夫

E2020-2187-02
脊椎・下肢運動器疾患における臨

床所見と動作解析に関する調査

大学院医系科学研

究科(医学)整形外

科学

教授 安達 伸生

E2020-2388-02
蕁麻疹皮疹の形態及び経時的変

化の数理解析
病院皮膚科 講師 高萩 俊輔

E2020-2390-01

グラム陰性桿菌菌血症に対する初

期経験的抗菌薬の選択と転帰の関

連についての検討

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

E2021-2433-01
日本人成人の音響鼻腔計測検査

による基準値作成のための研究

大学院医系科学研

究科(医学)耳鼻咽

喉科学・頭頸部外

科学

教授 竹野 幸夫

E2021-2486-01
マラセチア抗原コンポーネントを用いた

汗アレルギー診断法の検討
病院皮膚科 講師 高萩 俊輔

E2021-2489-02
漢方医学における望診と治療効果

に関する前後比較試験

病院漢方診療セン

ター
教授 小川 恵子



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2021-2497-01

幅広植毛歯ブラシとコンパクトヘッド

歯ブラシの刷毛の拡がり及び硬さの

経時的変化と口腔内への有効性に

関する観察研究

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

E2021-2540-01
グリチルリチン酸代謝産物の薬物動

態解明

病院漢方診療セン

ター
教授 小川 恵子

E2021-2588-02

小児肝腫瘍に対するICGナビゲー

ションによる手術法の有効性を検証

するための後方的臨床研究

自然科学研究支援

開発センター
特任教授 檜山 英三

E2021-2631-03
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

E2021-2654-02

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

E2021-2757-02

広島県内の視神経脊髄炎スペクトラ

ム障害レジストリ構築および骨折に

関する研究

病院脳神経内科 助教 杉本 太路

E2021-2766-01
歯ブラシ検索アプリケーションにおける

有用性の検討

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

E2021-2778-02
肝臓移植後肝癌再発高危険群の

全国実態調査

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

E2021-2800-01
口腔由来検体を用いた次世代シー

クエンシングHLAタイピング法の開発

原爆放射線医科学

研究所血液・腫瘍

内科

教授 一戸 辰夫



所　　　属 職　名 氏　　名
許可通知番号 課　　　題　　　名

申請者（研究責任者）

E2022-0048-03
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

病院漢方診療セン

ター
教授 小川 恵子

E2022-0050-01

広島大学病院での下剤の処方状況

とオピオイド鎮痛薬の関係に関する調

査

大学院医系科学研

究科(医学)麻酔蘇

生学

准教授 佐伯 昇

E2022-0101-01

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

E2022-0107-01
造血幹細胞移植関連脂肪萎縮症

候群の疫学調査研究

大学院医系科学研

究科(医学)小児科

学

教授 岡田 賢

E2022-0160-01
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

E2022-0187-01

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

E2022-0194-01
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


