
- 1 - 

 

 

 2020年度 名古屋医療センター研究倫理審査委員会の議事概要 
 

 

＜委員会開催について＞ 

 

    日 時：2020年 10月 1日(木) 15時 00分～15時 55分 

  場 所：臨床研究センター4階 カンファレンスルーム 

 

  出席者：  

 委員長  統括診療部長      片岡 政人 

 副委員長 薬剤部長               中井 正彦 

 委員  医療情報管理部長      佐藤 智太郎 

 委員  臨床研究センター高度診断研究部長    眞田 昌 

 委員  脳神経内科医長      小林 麗 

 委員  遺伝診療科･医長   服部 浩佳 

 委員  臨床研究センター臨床疫学研究室長 齋藤 明子 

 外部委員  中部大学応用生物化学科教授    堤内 要(応用生物化学) web参加 

 外部委員  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士)     web参加 

 外部委員  いのちをバトンタッチする会代表    鈴木 中人（一般）     web参加 

 外部委員  中日新聞編集委員     安藤 明夫(一般）      web参加 

  欠席者：  

 委員  看護部長     内山 忍 

 委員  臨床研究センター感染･免疫研究部長   岩谷 靖雅 

 外部委員  愛知総合 HEARセンター理事    吉野 要(心理学･倫理学) 

 
 

委員会開催に先立ち、委員長より本日審議課題について出席委員の利益相反の確認を行い、特に問

題が無いことが確認された。また、今回審議された臨床研究は全て臨床研究利益相反委員会で審議さ

れ、問題がないことが確認されている。 

なお、委員が関係する審査では、委員は審議・採決には参加しなかった。 

 

I. 研究の審査 

1. 新規研究の審査（ １件 ）  

1）  整理番号：2020-048 

敗血症・敗血症性ショックにおける早期離床や ABCDEF バンドルなどの ICU ケアの実践と Post 

Intensive Care Syndrome(PICS)の関連を明らかにする多施設前向き観察研究（ILOSS Study） 

救急集中治療科 医師  森田 恭成           

 

■審議内容 

 研究責任者の森田恭成氏より申請課題について説明が行われた。 

実施計画については、研究対象者の対象年齢やアンケート内容についての確認と、同意書の保管方法

について質疑が行われた。 

説明同意文書については、記載整備について指摘があった。 

事務局からの事前指摘事項についての確認もされた。 

 

■審議結果 



- 2 - 

 

 条件付きで承認する。 

【承認条件】 

●実施計画書について、 

以下について、次回改訂時に修正いただくよう当委員会の見解として研究代表機関に伝えること。 

 

3.1.研究対象者の対象年齢の記載について、 

「ICUに新規入室した成人患者」を「ICUに新規入室した18歳以上の患者」と修正すること。 

 

8.説明と同意： 

代筆ではなく、代諾者同意を可能とする記載に修正すること。 

 

19. 研究管理、35.6．研究モニタリング担当者： 

「各施設の研究代表者」を「各施設の研究責任者」と修正すること。 

また、当該研究の研究代表者を指す記載については、「研究責任者」を「研究代表者」と修正する

こと。 

 

 

●説明同意文書について、 

ページ番号が全て10となっているため更新すること。 

 

2.今回の研究について： 

4-1．●研究に参加していただけない方の主な条件 2)「ADL（日常生活動作）」の注釈を、 

初出の2.の「～生還した患者さんの長期的なADL」の箇所へ記載を移すこと。 

 

4-3．スケジュール： 

スケジュール表の横の項目の「※1、※2、※3」について、該当する注釈がない場合は削除するこ

と。 

注釈が必要な場合は、縦の項目の注釈と分けて記載すること。 

 

20．この研究の当院における担当医師及び連絡先： 

当院の連絡先を、「052-951-1111（代表）」と修正すること。 

 

「研究分担医師」を「研究分担者」と修正すること。 

 

 

修正日を作成日とし、版数を更新すること。 

 

 

●同意書について、修正後の説明文書に合わせて作成日・版数を記載すること。 

 

●事務局で修正の確認を受けること。 

●適切に修正されていることが確認された後に研究を開始すること。 
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II. 研究の継続審査 （ ２件 ） 

1. 重篤な有害事象の発生による審査 （研究倫理）書式 9 （ 1件 ） 

1）  整理番号：2018-079 

広範囲の初期虚血性変化を有する脳主幹動脈急性閉塞症に対する血管内治療の有効性に関するラ

ンダム化比較対照試験（RESCUE-Japan LIMIT） 

報告日：西暦 2020年 9月 15日（第１報） 

脳神経外科 医師  浅井 琢美 

 

■審議結果 

承認する。 

 

 

2. 臨床研究の実施計画等変更による審査 （ 1件 ） 

1）  整理番号：2017-036 

名古屋医療センター・バイオバンク事業（医学研究を目的とした血液疾患検体の保管） 

臨床研究センター 臨床研究センター長  永井 宏和      

申請日：西暦 2020年 9月 7日（研究倫理）書式 7 

 

■審議結果 

 承認する。 

 

 

III. 研究実施医療機関に関する審査  

1. 新規実施施設の迅速審査報告（ 1件 ） 

1）  整理番号：2019-401 

本邦の重症喘息フェノタイプ における呼気中揮発性有機化合物バイオマーカーの検討 

(J-VOCSA試験) 

研究代表者：国立病院機構東京病院 臨床研究部生化学研究室長  鈴川 真穂 

 

■審議結果 

 承認する。 

 

 

IV. 研究の報告・審議事項 

事務局から、以下について報告があり、特に問題は無く了承された。 

 

1. 迅速審査報告（ 13件 ）    

委員長 片岡政人または、副委員長 中井正彦が迅速審査により審査した。 

 

 

 

    

 

新規申請：侵襲を伴わない研究または軽微な侵襲を伴う研究であって、 

介入を行わないものに関する審査 

変更申請：研究計画の軽微な変更、契約の変更 
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  新規申請 ・・・・・・・・・・・・・・  7件（1～7） 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  6件（8～13） 

  

1）  整理番号：2020-017 

アレクチニブ塩酸塩に対して抵抗性を示す ALK陽性未分化大細胞リンパ腫の分子病態解析 

臨床研究センター 研究開発推進室長  関水 匡大 

2）  整理番号：2020-034 

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対

するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究（J-TAIL-2：Japanese-Treatment 

with Atezolizumab  In Lung Cancer-2） 

呼吸器内科 医長  沖 昌英 

3）  整理番号：2020-047 

肝細胞癌における Lenvatinib の有害事象の予測因子に関する Albumin-bilirubin-

Index(ALBI) scoreおよび Platelet-Albumin-Bilirubin-Index（PALBI）scoreを用いたコホー

ト研究 

臨床研究センター 研究管理室 治験主任 井上 裕貴 

4）  整理番号：2020-049 

治療関連急性骨髄性白血病において原発悪性腫瘍に対する治療が同種移植成績に及ぼす影響の

検討 

血液内科 医長  飯田 浩充 

5）  整理番号：2020-053 

当院における PPV3、および診断カテゴリー3における乳癌症例の検討 

乳腺外科 非常勤医師  髙橋 優子 

6）  整理番号：2020-054 

食道癌における FOLFOX/FOLFOX+RT療法の有効性と安全性における後方視的研究 

腫瘍内科 医師  白石 和寛 

7）  整理番号：2020-059 

新型コロナウイルス遺伝子の分子疫学的調査研究 

臨床研究センター 感染・免疫研究部 部長  岩谷 靖雅 

8）  整理番号：2010-346 

日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした

前方視的研究 JPLSG-CHM-14 

小児科 医長  前田 尚子 

9）  整理番号：2012-550 

非小細胞肺がんの縦隔病期診断における超音波気管支鏡を用いた経気管支針吸引生検と経気管
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支/経食道針吸引生検の比較試験 

呼吸器内科 医長  沖 昌英 

10）  整理番号：2016-006 

EGFR 遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィチニブまたはオシメルチニ

ブ単剤療法とゲフィチニブまたはオシメルチニブにシスプラチン＋ペメトレキセドを途中挿入

する治療とのランダム化比較試験 JCOG1404 

呼吸器内科 医長  沖 昌英 

11）  整理番号：2018-099 

Bendamustineによる遅発性皮膚障害のリスク因子に関する調査 

臨床研究センター 研究管理室 治験主任 井上 裕貴 

12）  整理番号：2019-007 

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニ

タリングのための多施設共同前向き観察研究 

呼吸器内科・腫瘍内科 医師  小暮 啓人 

13）  整理番号：2019-047 

後期高齢期にある NYHAⅢ度の慢性心不全患者の自己管理継続の要因 

心臓血管センター 看護師  中村 優香菜 

 

 

2. 終了報告（ 1件 ）（研究倫理）書式 12 

1）  整理番号：2016-072 

続発性難治性気胸に対する滅菌調整タルクを用いた胸膜癒着術の多施設共同非盲検無対照試

験終了後の臨床研究 J-TALC2fu 

呼吸器内科・腫瘍内科 部長  坂 英雄 

報告日：西暦 2020年 9月 17日   

実  績（ 例 数 ）  実施例数：0例 

 

 

V. その他 

■審議内容 

 次回委員会の日程について確認を行い、研究倫理審査委員会を終了した。 

 

 

以 上 


