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 2022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：2022 年 10 月 18 日(火) 15 時 00 分～16 時 20 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               吉田 知由 web参加 

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  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 web参加 

 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) 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  フリージャーナリスト     安藤 明夫(一般) web参加 

  欠席者：    

 委員  看護部長     内山 忍 

 外部委員  藤田医科大学医学部生命倫理学教授   飯島 祥彦(生命倫理学)  

 
 

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（ 4件 ） 

1. 初回審査（ 2件 ） 

1）  整理番号：2022-016 

僧帽弁 三尖弁閉鎖不全症に対する弁尖パッチ拡大術（自己心膜 異種心膜パッチ  ePTFEパッ

チ）の成績 

心臓血管外科  医長  萩原 啓明 

 

■審議内容 

 研究責任者の萩原啓明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、研究の背景について質疑が行われた。特に指摘は出されなかった。 

説明同意文書についても特に修正等の意見は出されなかった。 

 

■審議結果 

 承認 
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2）  整理番号：2022-026 

小児急性リンパ性白血病における大量メトトレキサートの血中濃度採血方法についての検討 

～穿刺採血とカテーテルからの逆流採血の比較～ 

看護部西 5階病棟  看護師  後藤 彩桂 

 

■審議内容 

 研究責任者の後藤彩桂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、採血量、手技に関しての質疑と確認がなされた。また、研究の意義、統計解析の方

法についても質問が出された。説明同意文書については、特に指摘はなかった。 

 

■審議結果 

 承認 

 

 

2. 継続審査（ 2件 ） 

3）  整理番号：2022-024 

慢性腎疾患・心不全患者における高カリウム血症の長期管理に対する疾患負担と治療の負担を評

価するための前向きコホート研究 

腎臓内科  医長  中村 智信  

 

■審議内容 

 研究責任者の中村智信氏より2022年9月1日審議にて継続審査とされた新規研究の課題について再度

申請があり、説明がなされた。 

前回の指摘事項に対する修正が適切に行われていることの確認がなされた。 

 

■審議結果 

 承認 

 

 

4）  整理番号：2022-025 

集中治療室に入室した急性呼吸窮迫症候群患者が受けている ICUケアを調査する国際多施設前向

き観察研究 ～LIBERATION Study～ 

救急集中治療科  医師  森田 恭成 

 

■審議内容 

 研究代表者の劉啓文氏、研究責任者の森田恭成氏より2022年9月1日審議にて継続審査とされた新規

研究の課題について再度申請があり、説明がなされた。 

実施計画について、二次利用と二次解析の区別について質疑が行われた。また、取り扱うデータを明確

化するよう指摘が出された。 

説明同意文書については、実施計画に合わせて再度適切に修正するよう指摘があった。 

 

■審議結果 

継続審査 

 

【指摘事項】 

以下の指摘事項について対応すること。 
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●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、研究代

表機関の対応について回答を得ること。 

 

① ・2.3.評価項目（概要） 

「③ICU ケアについては以下の項目を重点的に調査し、必要に応じて内容を追加していく」を「

③ICU ケアについては以下の項目を重点的に調査する」に修正すること。 

・4.2.1 研究対象者背景 （ICU 入室時に取得） 

4.2.2 毎日のICU ケアと治療に関わる診療内容の調査 

4.2.4. 患者転帰情報 

「・そのほか必要に応じ項目を追加する。」を削除すること。 

 

また、調査や収集する項目を追加する場合は、研究計画の変更を行い倫理審査委員会において

審査し、研究機関の長の許可を得て実施されることについて追記すること。 

 

② 4.4 評価項目 

「※本研究は多くの患者登録を見込むレジストリーの構築を目指すため、必要に応じて追加解析

を適宜行う。」とあるが、現時点で決定している評価項目（副次的評価、副次的解析を含む）を

可能な限り追記すること。（別添としても差し支えない。） 

 

③ 12.研究計画の変更 

「研究計画書の改訂及び研究者の変更にあたっては、各共同研究機関の倫理審査委員会で再度倫

理審査を行う承認を得ることを前提とする。海外施設においても、各共同研究機関の倫理審査委

員会で再度倫理審査を行う承認を得ることを前提とする。」を「研究計画書の改訂及び研究者の

変更にあたっては、各共同研究機関の倫理審査委員会で再度倫理審査を行い承認を得る。海外施

設においても、各共同研究機関の倫理審査委員会で再度倫理審査を行い承認を得る。」に修正す

ること。 

 

④ 14.情報の二次利用 

本研究で得られた情報を利用し新たな研究が実施される（二次利用される）可能性があることから

、初回審査における指摘事項（臨床研究審査結果通知書（2022 年9 月8 日付）を踏まえ、修正す

ること。 

 

その他、初回審査における指摘事項（臨床研究審査結果通知書（2022 年9 月8 日付））を踏まえ

、関連する項目において整合がとれるよう適宜修正すること。 

 

●説明同意文書について 

① 4-5．検体・情報の保管及び廃棄について 

本研究で得られた情報を二次利用する可能性があるため、「また、研究により得られた検体や情

報は、この研究以外の他の目的に使用されることはありません。」を削除し、「将来、この研究

で得られた情報を別の研究への利用や他の研究機関に提供する（二次利用）可能性があります。

そのような場合も、あなたのお名前などの個人を直ちに判別できる情報を出すようなことは一切

ありません。二次利用する場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、情
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報等の取扱いも含め、適切な研究計画であるかどうか評価がなされて、研究機関の長の許可を得

て実施されます。また、二次利用の内容について参加機関等のホームページで情報を公開します

。このような確認の過程を経ず、勝手に二次利用されることはありません。」を追記すること。 

 

② 13. 研究成果の帰属と二次解析について 

本研究で得られた情報を利用し新たな研究が実施される（二次利用される）可能性があることから

、初回審査における指摘事項（臨床研究審査結果通知書（2022 年9 月8 日付） 

を踏まえ、修正すること。 

 

●同意書について修正後の説明同意文書に合わせて作成日・版数を記載すること。 

 

●申請書類、説明同意文書等を適切に修正し、再度委員会での審査を受けること。 

 

 

II. 継続中の研究の審査 （ 3件 ） 

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。 

 

1. 新たな安全性に関する情報の入手による審査（ １件 ）  

1）  整理番号：2020-027 

血液循環腫瘍 DNA 陰性の高リスク Stage II 及び低リスク Stage III 結腸癌治癒切除例 に対

する術後補助化学療法としての CAPOX 療法と手術単独 を比較するランダム化第 III 相比較試

験(VEGA trial) 

外科  医長  末永 雅也  

報告日：2022年 10月 3日 （研究倫理）書式 10   

 

■審議結果 

 承認 

 

2. 臨床研究の倫理指針不適合等に関する報告 （ １件 ） 

1）  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

支/経食道針吸引生検の比較試験 

呼吸器内科  医長  沖 昌英  

報告日：2022年 9月 12日 （研究倫理）書式 11 

 

■審議結果 

 承認 

 

3. 臨床研究の実施状況報告 （ １件 ） 

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  
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報告日：2022年 9月 29日 （研究倫理）書式 8-1   

 

■審議結果 

 承認 

 

 

III. 研究の報告・審議事項 （ 29件 ） 

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（ 11件 ）    

委員長 片岡政人または、副委員長 吉田知由が迅速審査により審査した。 

 

 

 

 

 

  新規申請 ・・・・・・・・・・・・・・  7件（1～7） 

   変更申請 ・・・・・・・・・・・・・・  4件（8～11） 

 

1）  整理番号：2022-006 

ICUの指導初心者の指導上の困難とその対処方法の解明 

看護部  副看護師長  大野 美香  

2）  整理番号：2022-022 

CD34陽性細胞を用いた肺炎症に関わる免疫担当細胞の分化・機能の解析 

産婦人科  医長  中西 豊  

3）  整理番号：2022-023 

T細胞性急性リンパ性白血病における病型特異的バイオマーカーの同定 

臨床研究センター  高度診断研究部 室長  安田 貴彦  

4）  整理番号：2022-027 

四肢外傷に関する実態調査研究 

整形外科  医長  金子 敦史 

5）  整理番号：2022-031 

膵臓癌患者におけるイリノテカンベースの化学療法後のナノリポソームイリノテカン（Nal-

IRI）ベースの化学療法の奏功因子の探索的研究 

臨床研究センター  治験主任  井上 裕貴  

6）  整理番号：2022-032 

化学療法誘発性末梢神経障害に対するミロガバリンの有効な用法用量の検討 

臨床研究センター  治験主任  井上 裕貴  

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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7）  整理番号：2022-036 

関節リウマチ患者のフレイル予防に向けた前向き観察研究 

整形外科  手術部長  小嶋 俊久  

8）  整理番号：2018-048 

フェノタイプ ・エンドタイプに着目した本邦の喘息患者における３年間予後の検討 

呼吸器内科  医長  沖 昌英  

9）  整理番号：2020-101 

血栓吸引カテーテルを用いた機械的血栓回収療法の効果と安全性に関する多施設共同登録研究 

脳神経外科  医師  浅井 琢美  

10）  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  

11）  整理番号：2021-058 

非小細胞肺癌完全切除後Ⅱ-Ⅲ期の EGFR 変異陽性例に対するシスプラチン＋ビノレルビン併用

療法を対照としたゲフィチニブの術後補助化学療法のランダム比較第Ⅲ相試験

（WJOG6410L/IMPACT）における付随バイオマーカー研究 

呼吸器内科  医長  沖 昌英  

 

2. 終了報告（ 18件 ）（研究倫理）書式 12-2 

1）  整理番号：2011-448 

日本における CLL、HCLおよび類縁疾患の実態調査 CLLRSG-01 

臨床研究センター  血液・腫瘍研究部長  永井 宏和  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：6例 

2）  整理番号：2014-822 

リツキシマブ+ステロイド併用化学療法後の B型肝炎ウイルス (HBV) 再活性化リスク因子に関

する、ヒト遺伝子解析プロジェクト 

臨床研究センター  血液・腫瘍研究部長  永井 宏和  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：0例 

3）  整理番号：2016-038 

中枢神経浸潤を合併した多発性骨髄腫の予後因子の検討：多施設後方視的調査研究 

臨床研究センター  血液・腫瘍研究部長  永井 宏和  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：2例 
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4）  整理番号：2017-031 

HIV感染症に関する臨床ゲノム情報に関する研究 

臨床研究センター  感染・免疫研究部長  岩谷 靖雅  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：76例 

5）  整理番号：2018-020 

IHC法を原理としたリンパ腫診断用 ALK体外診断用医薬品の開発 

臨床研究センター  血液・腫瘍研究部長  永井 宏和  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：67例 

6）  整理番号：2018-027 

成人悪性リンパ腫におけるクリニカルシーケンスの実行可能性に関する研究 

臨床研究センター  血液・腫瘍研究部長  永井 宏和  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：0例 

7）  整理番号：2019-011 

造血器腫瘍遺伝子パネルの開発 

臨床研究センター  高度診断研究部長  眞田 昌  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：27例 

8）  整理番号：2019-050 

AYA 世代がん患者に対する精神心理的支援プログラムおよび高校教育の提供方法の開発と実用

化に関する研究 

臨床研究センター  上席研究員  堀部 敬三  

終了報告日：2020年 9月 28日 

実施例数：29例 

9）  整理番号：2019-061 

膵切除術における膵液瘻の合併症の危険因子の検討 

外科  医長  末永 雅也  

終了報告日：2022年 9月 27日 

実施例数：200例 

10）  整理番号：2019-087 

新型コロナウイルスの検査に関する研究 (SARS-CoV-2 Test) 

感染・免疫研究部  部長  岩谷 靖雅  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：16例 
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11）  整理番号：2020-033 

抗てんかん薬の酵素誘導に着目したポリファーマシーの要因解析 

薬剤部  副薬剤部長  林 誠  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：102例 

12）  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  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：12例 

13）  整理番号：2020-055 

食道癌における TC (カルボプラチン＋パクリタキセル)+放射線併用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  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：12例 

14）  整理番号：2020-076 

AYA 世代がん患者の精神心理的支援プログラムの実施可能性と予備的有用性の検討に関する多

施設共同後ろ向き観察研究 

臨床研究センター  上席研究員  堀部 敬三 

終了報告日：2020年 9月 28日 

実施例数：19例 

15）  整理番号：2020-089 

AYA 世代がん患者に対する精神心理的支援プログラムおよび高校教育の提供方法の開発と実用

化に関する研究 遠隔教育の調査研究 

臨床研究センター  上席研究員  堀部 敬三  

終了報告日：2020年 9月 28日 

実施例数：3例 

16）  整理番号：2020-106 

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  

終了報告日：2022年 4月 8日 

実施例数：41例 



- 9 - 

 

17）  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  

終了報告日：2022年 9月 20日 

実施例数：30例 

18）  整理番号：2021-071 

特発性眼窩炎症を伴う患者の 2つのサブグループ間の臨床的異質性の研究 

眼科  医長  久保田 敏信  

終了報告日：2022年 9月 21日 

実施例数：195例 

 

 

IV. 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 


