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 2021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 
 

 

    日 時：2021年 11月 4日(木) 15時 00分～ 16時 15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  臨床研究センター感染･免疫研究部長   岩谷 靖雅 

 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 

 委員  教育研修部長    飯田 浩充 

 委員  外科医長    末永 雅也 

 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) 

 外部委員  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士) 

 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） 

 外部委員  中日新聞編集委員     安藤 明夫(一般） 

  欠席者：  

 委員  看護部長     内山 忍 

 委員  脳神経内科医長      小林 麗 

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. 初回審査（ 1件 ） 

1）  整理番号：2021-037 

急性期総合病院入院中の嚥下障害患者における簡易的な摂食嚥下能力の評価法と嚥下造影検査

結果及び退院(転院)時経口摂取状況の関連 

リハビリテーション科 言語聴覚士 櫻井 隆晃  

 

■審議内容 

 研究責任者の櫻井隆晃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、選択基準の設定根拠、データの保管について質疑が行われた。また、通常診療で

行われている内容であるかについての確認もなされた。評価項目についての意見も出された。 

説明文書については、特に指摘はなく、誤記修正のみ指摘が出された。 

 

■審議結果 
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 継続審査 

【指摘事項】 

●説明同意文書について 

4-3.スケジュール： 

「①主事医と患者さん（又は代理人）の間で嚥下造影の予定を決定します」を 

「①主事医と患者さん（又は代諾者）の間で嚥下造影の予定を決定します」と修正すること。 

 

修正日を作成日とし、版数を第6版とすること。 

 

●同意書について 

修正後の説明同意文書に合わせて、ヘッダーに作成日・版数を記載すること。 

 

 

 

II. 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. 簡便な審査報告（ 2件 ） 

委員会の決定が「継続審査」の場合であり、その決定理由が臨床研究の実施に影響を及ぼさない

範囲であるため、委員長 片岡政人または、副委員長 中井正彦が簡便に審査した。 

 

1）  整理番号：2021-024  

Li-Fraumeni 症候群に対するがんサーベイランスプログラムの実行可能性と新規バイオマーカ

ーを探索する多施設共同前方視的臨床試験  

遺伝診療科  医長  服部 浩佳 

2）  整理番号：2021-035  

アレルギーの子どもの養育者の育児ストレス軽減のための支援とその効果：ランダム化比較試

験  

小児科  医長  二村 昌樹 

 

 

2. 迅速審査報告（ 16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 ・・・・・・・・・・・・・・  8件（1～8） 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  8件（9～16） 

 

1）  整理番号：2020-106 

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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生後 12か月以下の児に対する加熱卵白 1g経口負荷試験の検討  

小児科  医師  小野 学 

2）  整理番号：2021-031 

ICD-11導入時の留意点と悪性腫瘍にかかる医療費の組織型別分類の提言 

企画課  診療情報管理士  横井 美加 

3）  整理番号：2021-040 

眼窩発症の低悪性度 B細胞リンパ腫における免疫組織化学的検討 

病理診断科  医師  村上 善子 

4）  整理番号：2021-042 

悪性腫瘍（胃癌・食道癌・腎細胞癌・尿路上皮癌・悪性黒色腫）に対する PD-1/L1 抗体を含む

治療法の新規効果予測因子を用いた前向き観察研究 

腫瘍内科  医師  杉山 圭司 

5）  整理番号：2021-045 

整形外科病棟における薬剤総合評価調整加算に関する研究 

薬剤部  薬剤師  松木 克仁 

6）  整理番号：2021-046 

ALK陽性未分化大細胞型リンパ腫における NPM-ALK融合遺伝子の臨床的意義についての検討 

臨床研究センター 高度診断研究部  流動研究員  飯島 友加 

7）  整理番号：2021-047 

本邦小児急性リンパ性白血病に対する BFM プロトコールを基盤とした治療における骨壊死合併

症例の検討 

小児科  医師  関水 匡大 

8）  整理番号：2021-056 

RB1遺伝学的検査による網膜芽細胞腫のリスク層別化と遺伝診療への応用 

遺伝診療科/小児科  医長  服部 浩佳 

9）  整理番号：2016-069 

JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関する

ランダム化比較第 III相試験 

臨床研究センター 臨床研究センター長 永井 宏和 

10）  整理番号：2016-085 

造血器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベースの構築に関する研究 

臨床研究センター 上席研究員 堀部 敬三 

11）  整理番号：2017-002 
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名古屋腎臓病研究コンソーシアム NNRC：Nagoya Nephrology Research Consortium 

腎臓内科 医長 中村 智信 

12）  整理番号：2019-076 

日本人の成人 HIV-1 感染症患者にビクテグラビル／エムトリシタビン／テノホビルアラフェナ

ミド（B/F/TAF）を投与した場合の有効性 安全性 アドヒアランス及び健康関連生活の質を検

討する多施設共同 非介入 コホート研究（BIC-STaR研究） 

エイズ治療開発センター センター長 横幕 能行 

13）  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) 

国立病院機構東京病院 院長  鈴川 真穂 

14）  整理番号：2020-026  

根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象とした レジストリ研究＜GALAXY trial＞ 

外科 医長 末永 雅也 

15）  整理番号：2020-026 

根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象とした レジストリ研究＜GALAXY trial＞ 

外科 医長 末永 雅也 

16）  整理番号：2021-013 

未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ＋イピリムマブ±化学療法併用

療法の日本における治療実態および有効性と安全性に関する観察研究（LIGHT-NING） 

呼吸器内科 医長 沖 昌英 

 

3. 終了報告（ 1件 ）（研究倫理）書式 12 

1）  整理番号：2020-020 

Droplet digital PCR法による治療前 EGFR T790M陽性の非小細胞肺癌における EGFR-TKIの有

効性を検討する多施設共同後ろ向き観察研究（WJOG13119L） 

呼吸器内科 医長 沖 昌英 

報告日：西暦 2021年 9月 27日   

予定症例数：12例    実  績（ 例 数 ）  実施例数： 16例 

 

 

III. その他 

1. 説明文書ひな形の改訂について 

ひな形改訂に関する意見書  

 

■審議内容 

 2021年10月7日の研究倫理審査委員会にて審議となった説明文書改訂（案）の、委員からの修正案に

ついて事務局から説明がなされた。委員会の修正意見を踏まえて最終化した書類を後日委員宛に送付
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し、承認とすることとなった。 

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 

 


