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2021 年度第 6 回倫理委員会議事録 
  
日 時：2021 年 10 月 5 日～2021 年 10 月 11 日（2021 年 10 月 12 日開催分をメール審議） 
委員長：大友孝信 
出席者：大友委員長 

原副委員長、大平副委員長、岡本、中野、佐藤、畠、三浦、桑原、清水、平岡、加藤、小林美、監物、

飯田委員 
外部委員 山根、小林洋、松原委員 3 名 
出席者数 18 名（男性 13 名、女性 4 名） 

欠席者：なし 
 
 実施計画の審査に先立ち、通常審査 2 件及び迅速審査 93 件（症例報告 9 件除く）の実施計画について

は、「利益相反に係る問題はないと判断する」旨の報告を受けている。 
 
前回（8月27日～8月31日メール審議）開催の倫理委員会議事録について 

前回議事録について、特に意見がなかったため承認された。 
 

Ⅰ．審議事項 
議 題１．実施計画に係る審査について（人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理 

指針による審査） 
次の 2 件について 9 月 29 日（水）小委員会において「10 月倫理委員会通常審査へ本人

出席の必要はなし」と判断し、メール審議を行うこととなった。 
① 追加の指摘事項や修正事項の有無 
② ①がある場合はその具体的な内容 

(1)受付番号：2020-1667 
  課 題 名：新たな嚥下造影検査方法を用いた頭頸部屈曲位での咽頭腔内の水分量変化の 

     検討 
研究責任者：リハビリテーション医学講師 新井 伸征 
＜審査結果＞ 
誤記等による下記指摘の修正が必要な為、継続審査（簡便な審査）となった。 

【指摘事項】 
・研究計画書 P2.8.7 行目 
「また代償嚥下によって嚥下機能が動のように」 

→「また代償嚥下によって嚥下機能がどのように」に変更すること。 
・説明文書 P26．4-3） 
「この研究は、嚥下障害のない健康な成人の方を対象として実施させていただきます。」 

→「この研究は、嚥下障害のない健康な成人の方１０名を対象として実施させていた
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だきます。」に文言追記すること。 
・説明文書 P27.7.5 行目 

健常人のため「診療上」を削除すること。 
(2)受付番号：2021-0249 

課 題 名：上肢難治性疼痛に対する Virtual Reality Training の効果 
－Multi-sensory  Feedback の効果検証－ 

研究責任者：附属病院リハビリテーションセンター作業療法士 吉村 学  
＜審査結果＞ 
誤記等による下記指摘の修正が必要な為、継続審査（簡便な審査）となった。 

【指摘事項】 
・説明文書 P2．3.1）4 行目 
「本研究では、本研究では、」 
→重複のため「本研究では、」とすること。 

・説明文書 P3．4（1）⑥2 行目 
「日常生＿活」 
→「日常生活」とし、スペースを詰めること。 

・説明文書 P4.4 
項目番号を整えること。 
（3）→（2） 
（4）→（3） 

・説明文書 P4.6 の項目 
研究への参加により生じる利益並びに不利益、負担及び 予測測 されるリスク」 
→「予測」に変更すること。 

・説明文書 P5.8．の項目１行目 
研究が実施または継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することに・・・」 
以降の文言の空欄を１行目に詰めること。 

・説明文書目次．項目 8．及び説明文 P8.項目 8 
→項目名に齟齬があるので、統一すること。 
 

Ⅱ．報告事項 
報 告１．実施計画に係る迅速審査について（人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に 

よる審査） 
102 件について報告された。＜別紙 1 参照＞ 
 

報 告２．実施報告書について 
2021 年 7 月 16 日～2021 年 8 月 15 日に提出のあった実施報告書（68 件） 
①進捗報告書 … 55 件 
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②終了報告書 … 13 件 
③中止報告書 … 0 件 

≪ 進捗報告において特記すべき報告事項 ≫ 

〇現在承認されている申請書からの逸脱事項・変更事項有りの承認番号 

1）No.3034-01 …主施設プロトコール、研究責任者、分担研究者、目標症例数の変更申

請（8/4承認済） 

2）No.3083-00 …研究分担者の役職の変更申請（予備審査中） 

3）No.3173-01 …分担者の追加、削除、職名変更、研究協力者追加、共同研究機関の変

更、個人情報管理者、事務局の変更、資金の追加変更申請中（予備審

査中） 

4）No.3563-02 …研究責任者、研究分担者の変更申請（8/26 承認済） 

5）No.3567-01 …研究期間、対象期間の変更の変更申請中（予備審査中） 

6）No.3588-01 …研究分担者、研究期間、対象期間の変更の変更申請中（予備審査依頼

待ち中） 

7）No.3589-01 …研究責任者、研究分担者、研究期間、対象期間の変更の変更申請中（7/28

承認済） 

〇実施症例数に不備のあった承認番号と内容 

1）No.3590-00 …ケースファインディングを再試行したところ、病理学的な診断の見直

し・変更等により組み入れ期間中、3 症例が新たに多型がんと診断さ

れていることが判明したため、対象症例を12例から15例に変更した。 

 
報 告３．「試料・情報の収集・分譲を行う機関」として他の研究機関への試料・情報の提供を行う案件に 

ついて（4 件） 
他の研究機関への試料・情報の提供を行う課題 4 件について、他の研究機関へ提供を行う了承 
を得た。＜別紙 2 参照＞ 

 
報 告４．他機関の倫理委員会で一括審査が行われた研究課題について（2 件）    

他機関の倫理委員会で一括審査が行われた研究課題 2 件について、審査終了後、本学で実施許 
可を得た。＜別紙 3 参照＞ 

 
次回倫理委員会開催日について 
次回の倫理委員会は、2021 年 11 月 9 日（火）10 時から開催する。             

以 上 



所属 職名 氏名

1 変更申請 0552-12

Aβオリゴマー型家族性アルツハイマー病患者由来

皮膚線維芽細胞・血液単核球細胞を用いた人工多能

性幹細胞（iPS細胞）の樹立と病態解析・遺伝子解

析研究

神経内科学 教授 砂田 芳秀

2 変更申請 2145-04 薬物治療による膵β細胞保護効果の2型糖尿病病態

進展度による相違の検討
糖尿病・代謝・内分泌

内科学
講師 下田 将司

3 変更申請 2333-07

適時適切な医療・ケアを目指した、認知症の人等の

全国的な情報登録・追跡を行う研究、軽度認知障害

（軽症認知症を含む）の人の全国的な情報登録・連

携システムに関する研究

神経内科学 教授 砂田 芳秀

4 変更申請 2661-04 わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構

築ならびに総合データベース構築に関する研究
腎臓・高血圧内科学 教授 柏原 直樹

5 変更申請 3052-04 珪肺症における自己寛容破綻の研究 衛生学 助教 李 順姫

6 変更申請 3083-02 慢性腎臓病（CKD）進行予測新規尿中バイオマー

カーの探索研究
腎臓・高血圧内科学 教授 柏原 直樹

7 変更申請 3359-03 三次元動作解析装置によるパーキンソン病患者の呼

吸・咳嗽運動の検討

附属病院リハビリ

テーション科

チーフレジデ

ント
安永 雅

8 変更申請 3382-02 食道癌に対する周術期の栄養状態および術後炎症反

応が予後に及ぼす影響
消化器外科学 特任教授 藤原 由規

9 変更申請 3409-03
画像強調処理LCI(Linked Color Imaging)を用いた除

菌後胃粘膜発赤の組織学的な鑑別に関する有用性の

検討

消化管内科学 特任教授 梅垣 英次

10 変更申請 3425-02 糖尿病患者における合併症の進展・緩解状況と関連

因子に関する研究
附属病院栄養部 栄養主任 倉恒 ひろみ

11 変更申請 3434-03 発汗状態と皮膚構造の定量を目的としたImpression
mold 法画像自動解析ソフトウエア開発

皮膚科学 教授 青山 裕美

12 変更申請 3510-01 川崎医科大学附属病院における経口抗菌薬の処方動

向：処方実態調査
総合臨床医学 准教授 桑原 篤憲

申請種類 承認番号 課題名
責任者

<別紙1>



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

13 変更申請 3563-03 加熱式たばこの気道と全身への影響の検討
附属病院　呼吸器内

科

兼務レジデン

ト
田嶌 匠之助

14 変更申請 3681-02 びまん性肺疾患における気管支肺胞洗浄液の網羅的

解析

附属病院 呼吸器内

科

兼務レジデン

ト
田嶌 匠之助

15 変更申請 3699-01 産科医療補償制度原因分析報告書に見る発育不全を

伴う児の健常性の検証に関する検討
産婦人科学1 教授 下屋 浩一郎

16 変更申請 3756-02 胆汁性下痢に対するコレバインによる治療成績の検

討
消化管内科学 教授 塩谷 昭子

17 変更申請 3795-02 急性心筋梗塞を合併した急性大動脈解離の多施設後

ろ向き研究
総合内科学３ 准教授 大澤 和宏

18 変更申請 3875-01 骨髄増殖性腫瘍におけるJAK2-V617Fアレル量と臨

床像の検討
血液内科学 准教授 近藤 敏範

19 変更申請 3879-01 日本航空医療学会ドクターヘリ全国症例登録システ

ム（JSAS-R）への登録・調査・分析に関する研究
救急医学 講師 高橋 治郎

20 変更申請 3911-03 気管支喘息患者における睡眠時無呼吸症候群の頻度
附属病院　呼吸器内

科

兼務レジデン

ト
田中 仁美

21 変更申請 3949-02 4D-flowを用いた門脈血流動態解析による門脈圧亢

進症の早期診断の検討
放射線診断学 講師 檜垣 篤

22 変更申請 3954-02 非HIV免疫再構築症候群の疾病の確立とバイオマー

カーの研究開発
皮膚科学 教授 青山 裕美

23 変更申請 5021-01 日本航空医療学会ドクターヘリインシデント・アク

シデント登録と要因分析に関する研究
救急医学 講師 高橋 治郎

24 変更申請 5030-01 当院におけるアルブミン製剤の使用状況
附属病院　中央検査

部
臨床検査技師 文屋 涼子



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

25 変更申請 5050-02
超高精度・無侵襲早期がん診断を実現する尿中

microRNAの簡易な機械解析システムの開発 胆膵インターベン

ション学
特任教授 吉田 浩司

26 変更申請 5056-02 当院における硬膜管鏡下神経癒着剥離術の有用性2 脊椎・災害整形外科

学
臨床助教 渡辺 聖也

27 変更申請 5100-02 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に関する

観察研究
皮膚科学 臨床助教 山根 万里子

28 変更申請 5110-01 アトピー性皮膚炎患者における発汗機能に関する臨

床研究
皮膚科学 教授 青山 裕美

29 変更申請 5124-01 若年性認知症患者の生活障害と社会的役割の喪失に

関する調査研究
附属病院　患者診療
支援センター

医療ソーシャ

ルワーカー
三宅 佳花

30 変更申請 5172-01

多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共

同前向き観察研究
Providing Multidisciplinary ILD diagnoses
(PROMISE) study

総合内科学１ 教授 友田 恒一

31 変更申請 5180-01
卵巣癌維持療法に対する分子標的治療薬適応拡大に

伴う使用薬剤、遺伝子検査実施状況の調査研究　～

HBOC診療に及ぼす影響も含めて～

産婦人科学２ 教授 本郷 淳司

32 計画変更
受託審査

5212-01 がん薬物療法を受ける非小細胞肺がん患者のQOL
の推移

附属病院  看護部 看護部長 平松 貴子

33 計画変更
受託審査

5232-01 Sustained Maximal Inspiratory Pressureの再現性の

検討

川崎医療福祉大学リ

ハビリテーション学

部　理学療法学科

助教 氏川 拓也

34 計画変更
受託審査

5232-02 Sustained Maximal Inspiratory Pressureの再現性の

検討

川崎医療福祉大学リ

ハビリテーション学

部　理学療法学科

助教 氏川 拓也

35 新規申請 5344-00
偽関節患者を対象とした偽関節タイプ分類確立のた

めの観察研究 運動器外傷・再建整

形外科学
教授 野田 知之

36 新規申請 5347-00 先天性魚鱗癬の診療実態に関する全国調査 皮膚科学 教授 青山 裕美



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

37 新規申請 5348-00 新型コロナ感染症回復患者のリハビリテーション症

例レジストリによる前向き観察研究

附属病院　リハビリ

テーションセンター
理学療法士 佐藤 宏樹

38 新規申請 5349-00 脳脊髄硬膜動静脈瘻の病態と画像所見に関する検討 脳神経外科学１ 准教授 松原 俊二

39 新規申請 5350-00 深頸部感染症の臨床的検討
耳鼻咽喉・頭頚部外

科学
臨床助教 藤田 尚晃

40 新規申請 5351-00

日本人関節リウマチ患者を対象としたバリシチニブ

投与時の治療継続率の評価：前向きコホート観察研

究 リウマチ・膠原病学 特任教授 中野 和久

41 新規申請 5352-00 川崎医科大学総合医療センターにおけるCOVID-19
入院患者の精神科コンサルテーションの実態調査

精神科学 講師 和迩 健太

42 新規
受託審査

5353-00 化学放射線同時併用療法を受けた頭頸部がん患者の

回復過程で生じる食に関する困難と対処

総合医療センター看

護部　１１階西
看護師 岡本 聖子

43 新規申請 5354-00 内視鏡下僧帽弁形成術の治療成績に関する研究 総合外科学 講師 丸野 恵大

44 新規申請 5359-00 多発乳がんの特徴に関する臨床病理学的検討 病理学 教授 森谷 卓也

45 新規
受託審査

5360-00 人工股関節全置換術後患者の疾患特異的ＱＯＬの関

連要因とフレイルへの影響

附属病院　リハビリ

テーションセンター
理学療法士 篠永 篤志

46 新規申請 5361-00 川崎医科大学附属病院における緑内障眼に対する流

出路再建術の手術成績
眼科学１ 准教授 家木 良彰

47 新規申請 5362-00 新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化が

2型糖尿病の外来診療に与えた影響

糖尿病・代謝・内分

泌内科学
准教授 中西 修平

48 新規申請 5363-00 臨床病期I/II/III 食道癌（T4を除く）に対する胸腔鏡

下手術と開胸手術のランダム化比較第III 相試験
消化器外科学 特任教授 藤原 由規



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

49 新規申請 5364-00 超音波検査による消化管間葉系腫瘍（GIST）の診

断に関する検討

検査診断学（内視

鏡・超音波）
講師 今村 祐志

50 新規申請 5365-00 2020年度　当院におけるステロイド性骨粗鬆症に

対する投薬状況の評価

脊椎・災害整形外科

学
講師 大成 和寛

51 新規
受託審査

5366-00 リンパ浮腫診断のための非造影MRリンパ管撮像法

の開発

総合医療センター

中央放射線部
技師長 田淵 昭彦

52 新規申請 5367-00 下肢血管検査における非造影MRAの有用性につい

ての検討

総合医療センター

中央放射線部
主任 古牧 伸介

53 新規申請 5369-00 せん妄ハイリスク患者ケア加算算定開始後のせん妄

に対する理解の現状と課題

川崎医科大学附属病

院　看護部　5階北

病棟

看護副主任 上原 和也

54 新規申請 5370-00
新型コロナウイルス感染症流行期における新型コロ

ナ感染症症例の解析および他の呼吸器感染症との比

較検討

小児科学 准教授 大石 智洋

55 新規申請 5371-00 MRIを用いた膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）と正

常膵との比較 放射線診断学 講師 神吉 昭彦

56 新規申請 5372-00 大型血管炎の外科治療および周術期管理に関するレ

ジストリ研究
生理学１ 特任講師 渡部 芳子

57 新規申請 5373-00 非外傷性くも膜下出血の原因とその予後についての

研究
脳神経外科学１ 講師 八木 謙次

58 新規申請 5374-00 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事

業
循環器内科学 教授 上村 史朗

59 新規申請 5375-00 糖尿病における急性代謝失調での甲状腺機能異常に

関する検討

糖尿病・代謝・内分

泌内科学
講師 辰巳 文則

60 新規申請 5376-00

安定狭心症患者における心臓CTを用いた非侵襲的

動脈硬化診断・治療戦略（標準的侵襲的画像診断検

査［血管内超音波検査及び光干渉断層法］との比

較）

総合内科学3 准教授 大澤 和宏



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

61 新規申請 5378-00 近視診断のための非調節麻痺下他覚的屈折検査の

カットオフ値
眼科学2 臨床助教 妹尾 悠希

62 新規申請 5380-00 慢性痛に対する認知行動療法の無作為化試験による

効果検証

麻酔・集中治療医学

２
講師 西江 宏行

63 新規
受託審査

5381-00 急性期病院における日常倫理に基づく認知症ケアの

定着に向けた看護管理システムの構築

川崎医療福祉大学保

健看護学部　保健看

護学科

教授 竹田 恵子

64 新規申請 5382-00

全国疫学調査に基づく顆粒状C3皮膚症の疾患概念

の確立と病態解明
 皮膚科学 臨床助教 山本 佳子

65 新規申請 5383-00 心臓大血管術後の胸骨縦隔炎に対する創処置法の工

夫
心臓血管外科学 講師 山澤 隆彦

66 新規申請 5384-00 当院における多剤耐性グラム陰性桿菌に対する対策

の検討
附属病院　小児科 副部長 大石 智洋

67 新規申請 5385-00 川崎医科大学附属病院における精索静脈瘤に対する

顕微鏡下低位結紮術の臨床的検討
泌尿器科学 講師 清水 真次朗

68 新規申請 5387-00 当院におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

(MRSA)に対する検討
小児科学 准教授 大石 智洋

69 新規申請 5388-00 侵襲低減を目指した臓器鞘温存鏡視下食道癌根治術

およびHALSによる胃管再建術の治療成績の検討
消化器外科学 特任教授 藤原 由規

70 新規申請 5389-00 血液透析患者における外来透析食の提供中止と栄養

状態の関連性について
附属病院　栄養部 管理栄養士 橋本 誠子

71 新規申請 5390-00
医療系大学生における麻疹・風疹・ムンプス・水痘

に対する抗体保有率の年次推移と小児期の同感染症

流行の関連について

公衆衛生学 講師 依田 健志

72 新規申請 5391-00
ホルマリン固定パラフィン包埋検体を用いた免疫組

織化学的検討が，筋生検病理診断に適応できるか否

か

病理学 講師 西村 広健



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

73 新規申請 5392-00 閉鎖孔ヘルニア陥頓に対する非観血的整復法後に待

機的に手術を行った9例と緊急手術した16例の比較
附属病院消化器外科

シニアレジデ

ント
峯田 修明

74 新規申請 5393-00 進行非小細胞肺癌に対する集学的治療における手術

の意義や問題点に関する研究
呼吸器外科学 講師 最相 晋輔

75 新規申請 5395-00 真菌の分離状況および真菌感染症の臨床像に関する

後ろ向き研究
呼吸器内科学 准教授 小橋 吉博

76 新規申請 5397-00 重症虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対する乳頭筋に介入

した僧帽弁形成術の有用性に関する多施設共同研究
心臓血管外科学 教授 種本 和雄

77 新規申請 5398-00 後前腕皮神経の新しい神経伝導検査法 神経内科学 講師 逸見 祥司

78 新規
受託審査

5399-00 当院の腹部ダイナミック造影CT検査による造影効

果に関する研究

附属病院　中央放射

線部
技師長補佐 池長 弘幸

79 新規
受託審査

5400-00 附属病院の下肢動脈造影CT検査による造影効果に

関する研究

附属病院　中央放射

線部

診療放射線技

師
森分 良

80 新規申請 5401-00 三次元動作解析装置を用いた神経筋疾患患者の呼吸

運動の解析

リハビリテーション

医学
教授 花山 耕三

81 新規申請 5402-00 大腿骨骨接合術後インプラント周囲骨折に対する治

療成績
附属病院　整形外科

兼務レジデン

ト
原 啓之

82 新規申請 5403-00 口唇口蓋裂児の言語発達
附属病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝｾﾝﾀｰ
言語聴覚士 三村 邦子

83 新規申請 5404-00 ヒト膀胱上皮と膀胱癌に対するベンザルコニウムク

ロライドの影響
解剖学 講師 横西 哲広

84 新規申請 5405-00 ヒトセルトリ細胞におけるベンザルコニウムクロラ

イドの影響
解剖学 講師 横西 哲広



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

85 新規申請 5406-00 非浸潤性乳管がんの微小環境に関する病理学的研究 病理学 教授 森谷 卓也

86 新規申請 5407-00 ICUにおける睡眠ケアバンドル導入後の睡眠実態
総合医療センター看

護部　ＩＣＵ
看護師 岸本 裕子

87 新規申請 5411-00

ストレスホルモンを併用した胎児心拍数陣痛図の解

釈と分娩時介入のタイミングならびに新生児予後に

ついての検討 産婦人科学１ 講師 杉原 弥香

88 新規申請 5413-00 COPD(慢性閉塞性肺疾患)患者の薬物治療効果判定

における患者報告指標のレスポンスシフトの分析

附属病院 呼吸器内

科

兼務レジデン

ト
田嶌 匠之助

89 新規申請 5414-00 漏斗胸の形態と症状との関連に関する研究 小児外科学 講師 久山 寿子

90 新規申請 5415-00 下肢静脈瘤重症例に対する不全穿通枝治療の多施設

共同前向きレジストリー研究
心臓血管外科学 准教授 田淵 篤

91 新規申請 5416-00 当院における脊椎脊髄損傷患者の疫学と予後規定因

子の検討（No. 3488-1の継続研究）

脊椎・災害整形外科

学
准教授 中西 一夫

92 新規申請 5417-00 大動脈弁置換術に単結節縫合法を選択する有効性に

ついての検討
心臓血管外科学 講師 山澤 隆彦

93 新規申請 5418-00 認知症と自動車運転～運転免許外来開設5年を振り

返り今後の展望を考える～
神経内科学 講師 久徳 弓子

94 新規
症例報告

5355-00 Rapidly progressive aortic dissection in a subject
with Cushing’s disease: A case report 総合内科学１ 講師 阿武 孝敏

95 新規
症例報告

5356-00 超高齢者の重症3枝病変に対するHybrid治療を施行

した一例
総合外科学 講師 丸野 恵大

96 新規
症例報告

5357-00 重度の鉄欠乏性貧血に合併した上行大動脈可動性血

栓により大動脈原性脳塞栓症を発症した一例
脳卒中医学 臨床助教 宮里 紗季



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

97 新規
症例報告

5358-00 突然の同名半盲で発症した若年男性の症状変動推移

と画像所見が診断に有用となった一例
脳卒中医学 臨床助教 宮里 紗季

98 新規
症例報告

5368-00 頚椎後方固定術後に生じた遅発性胸鎖乳突筋膿瘍の

1例
スポーツ・外傷整形

外科学
臨床助教 加藤 孝之

99 新規
症例報告

5377-00 希望する療養場所への移行支援に向け、身体拘束解

除に取り組んだ認知症患者の症例

総合医療センター

10階西病棟
看護主任 植田 あゆみ

100 新規
症例報告

5379-00
「家を片づけたい」と希望しつづけた身寄りのない

終末期がん患者に対する看護支援を振り返る 総合医療センター看

護部　１１階西
看護副師長 笹本 奈美

101 新規
症例報告

5394-00 セカンド体制で対応した同じランデブーポイントで

の重複要請事案

附属病院高度救命救

急センター　4階
ICU

看護師 皿井 早苗

102 新規
症例報告

5396-00 最期は病院を希望していた家族が10日間で在宅看

取りへの決断に至った症例

総合医療センター

訪問看護ステーショ

ンかわさき

副看護師長 足羽 孝子



所属 職名 氏名

1

新規 他の研究機関

への試料・情報

（既存・新規含

む）の提供

5346-00 感染症及び食中毒起因菌の汚染実態に関する研究 小児科学 講師 宮田 一平

2

新規 他の研究機関

への試料・情報

（既存・新規含

む）の提供

5386-00 難聴が疑われて精密検査機関・二次聴力検査機関を

受診した0歳-6歳児についての社会的調査

耳鼻咽喉・頭頸部外

科学
講師 濵本 真一

3

新規 他の研究機関

への試料・情報

（既存・新規含

む）の提供

5410-00 喉頭乳頭腫（再発性呼吸器乳頭腫症）に関する全国

疫学調査

耳鼻咽喉・頭頸部外

科学
教授 秋定 健

4

新規 他の研究機関

への試料・情報

（既存・新規含

む）の提供

5412-00 進行性前立腺癌に対するアパルタミドの治療効果と

有害事象を調査する後ろ向き研究
泌尿器科学 講師 大平 伸

申請種類 承認番号 課題名
責任者

<別紙2>



所属 職名 氏名

1
新規
他の委員会で一
括審査

5409-00 痙攣性発声障害患者レジストリ
耳鼻咽喉・頭頸部外

科学
教授 原 浩貴

2
計画変更
他の委員会で一
括審査

19C-12-01 糖尿病性腎臓病及び慢性腎臓病患者の包括的腎臓病

バイオバンクの強化と利活用
腎臓・高血圧内科学 教授 柏原 直樹

申請種類 承認番号 課題名
責任者

<別紙3>
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