
『会議の記録の概要』

1.日　　時　：　平成２８年５月１３日（金）１８：００～２０：２０

2.場　　所　：　会議室２

　欠 席 者　：　小坂、岩淵　各委員

4.議　　題

【審議事項】

　（1）新規医学研究の審議について（審議事項：実施の適否）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 審議対象 結果

15-63
精神科ﾘｴｿﾞﾝﾁｰﾑが介入した2015年度の当院におけるせん妄の
実態

精神神経科学 助教 新田　佑輔 新規 承認

15-64
精神科ﾘｴｿﾞﾝﾁｰﾑが介入した2016年度の当院におけるせん妄の
実態

精神神経科学 助教 新田　佑輔 新規 承認

15-65 化学療法を受けるがん患者の治療と就労の両立の構造
看護学部
成人看護学

講師 北村　佳子 新規 承認

15-69 吸入指導標準化による喘息ｺﾝﾄﾛｰﾙに対する効果 呼吸器内科学 助教 加藤　　諒 新規 承認

15-66 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査
看護学部
成人看護学 教授 紺家　千津子 新規 承認

16-02 C型肝炎陽性腎移植の長期予後についての検討 腎臓内科学 教授 横山　　仁 新規 承認

16-03 地域在住高齢者のきこえの認識と対処行動
看護学部
医科学

教授 森河　裕子 新規 承認

15-68
小・中学生に対する薬物乱用防止教育を実践した医学生・看
護学生の認識

看護学部
精神看護学 講師 田中　浩二 新規 承認

15-34
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｷｬﾗﾊﾞﾝで使用されるｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査の信頼性、妥
当性の検討および短縮版の作成

精神神経科学
特定職
員

松田　幸久 再審議 承認

【報告事項】

　（1）迅速審査報告（新規）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 報告事項 結果

15-28
肺癌切除例での vascular endothelial growth factor の発現の特
徴、およびαSMA-DC31の発現との関連の検討

呼吸器外科学 教授 薄田　勝男 新規 承認済

15-29
MRIのT2強調像における腫瘍－対象構造信号強度比を用いた子
宮肉腫術前診断

産婦人科学 講師 岡　　康子 新規 承認済

15-30
Longevity highly cross-linked ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾅｰを用いた人工股関
節置換術における最低13年の術後評価

整形外科学
臨床教
授 兼氏　　歩 新規 承認済

15-31
統合診療の利用実態把握と国際比較のための３つのﾌｪｰｽﾞからな
る国民調査

腫瘍内科学 教授 元雄　良治 新規 承認済

15-32 安全・安心な分娩管理に向けた電子ﾊﾟﾙﾄﾞｸﾞﾗﾑの有効性の検証
看護学部
母性看護学・助
産学

助教 山崎　智里 新規 承認済

15-36
症例登録ｼｽﾃﾑを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検
討～前向き多施設共同研究～

一般・消化器外
科学

教授 小坂　健夫 新規 承認済

15-37 当院麻酔科管理手術症例における品質管理指標の集計 麻酔科学 教授 土田　英昭 新規 承認済

第6回医学研究倫理審査委員会議事要旨

3.出 席 者　：　中川委員長、梶波副委員長、松井、八田、紺家、丹羽、合田、笠井、
　　　　　　　　市川　各委員



№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 報告事項 結果

15-38
大学教育・看護師教育における抗酸菌症・感染症に関する教育の
実態調査

呼吸器内科学 教授 石崎　武志 新規 承認済

15-41
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・家族性Ⅲ型高脂血症・高ｶｲﾛﾐｸﾛﾝ血症
の予後実態調査

循環器内科学 教授 梶波　康二 新規 承認済

15-42
脂質異常症を合併した一次予防患者における動脈硬化性疾患発
症に関する観察研究

循環器内科学 教授 梶波　康二 新規 承認済

15-44 日本人の眼球光学ﾓﾃﾞﾙの作成 眼科学
視能訓
練士 三田　哲大 新規 承認済

15-53 脂肪幹細胞が及ぼす各種臓器障害に対する再生効果の検討 肝胆膵内科 教授 堤　　幹宏 新規 承認済

15-56 陰圧創傷治療ｼｽﾃﾑを使用した創傷の変化に関する研究 形成外科学 教授 川上　重彦 新規 承認済

15-57 脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究 脳神経外科学
学内講
師

白神　俊祐 新規 承認済

15-58
看護大学1年生の基礎看護技術を中心としたOSCE（客観的臨床
能力試験）での学び

看護学部
基礎看護学

教授 坂井　恵子 新規 承認済

15-59 ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病の疫学診療実態調査に関する研究 血液免疫内科学 教授 正木　康史 新規 承認済

15-60 学生による中学生対象の薬物乱用防止教育の有用性について
看護学部
公衆衛生看護学

教授 中島　素子 新規 承認済

15-61

脊髄障害を有する患者の疾患状態に関する結果指標を収集する
ための脊椎登録（Spine Registry to Collect Outcome Measures
Related to
the Disease Status of Patients with Spine Disorders）

整形外科学 教授 川原　範夫 新規 承認済

15-62
前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に
関する実態調査研究

泌尿器科学 講師 宮澤　克人 新規 承認済

　（3）倫理審査依頼

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 報告事項 結果

15-09
北陸における血管内大細胞型Bリンパ腫
（Intravascular  large  B-cell lymphoma: IVLBCL）の発生頻度に
関する疫学的研究

血液免疫内科学 教授 正木　康史

多施設共同
研究で本学
が研究代表
機関。一括
した倫理審
査の依頼


