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平成 30 年度 第 5 回倫理審査委員会開催記録 

 

１．開催日   平成 30 年 8 月 8 日（水） 16：08～18：35 

２．開催場所  2階応接室 

３．出席者   井口副院長、村山検査部長、小野管理局長、中川副院長、井上診療部長、

松本総務部長、辻野放射線部長、松本薬剤部長、芳賀検査技師長、根来医

師（外部委員）、前田弁護士（外部委員）、村本副学院長（外部委員） 

４．審議事項  出席者数により倫理審査委員会の成立が確認された後、順次申請事項に 

ついて審議された。 

 

（１）審議案件（新規・変更など） 

 ①受付番号 R-625       

・事 項 名：乳がんサバイバーの再発不安に対する看護介入プログラムの開発お

よび効果の検討 

・申 請 者：看護部 中川 裕美子 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：修正の上承認 

 

 ②受付番号 R-623       

・事 項 名：胸部腫瘍に対する分子標的治療薬の有効性に関わるバイオマーカー

探索研究 

・申 請 者：病理診断科 佐久間 淑子 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：保留 

 

③受付番号 R-624       

・事 項 名：早期胃癌内視鏡治癒切除例における異時性多発胃癌発生に関する研

究 

・申 請 者：消化器内科 山本 佳宣 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

  ④受付番号 R-621       

・事 項 名：濃厚血小板 HLA-LR「日赤」供給時の患者データの提供 

・申 請 者：血液内科 村山 徹 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

 ⑤受付番号 R-622       

・事 項 名：輸血副作用・感染症における調査 
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・申 請 者：血液内科 村山 徹 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

 ⑥受付番号 R-478-1       

・事 項 名：T790M 変異以外の機序にて Epidermal growth factor receptor・ 

tyrosine kinaseinhibitor(EGFR-TKI)に耐性化した EGFR 遺伝子

変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブとカルボプ

ラチン+ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験 

・申 請 者：呼吸器内科 里内 美弥子 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫

理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑦受付番号 R-478-2       

・事 項 名：T790M 変異以外の機序にて Epidermal growth factor receptor・ 

tyrosine kinaseinhibitor(EGFR-TKI)に耐性化した EGFR 遺伝子

変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブとカルボプ

ラチン+ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験 

・申 請 者：呼吸器内科 里内 美弥子 

・審議内容：実施計画書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫理性について審

議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑧受付番号 R-610-1       

・事 項 名：限局型小細胞肺癌に対するエトポシド＋シスプラチン＋加速過分割

胸部放射線同時併用化学療法に引き続くCODE療法とアムルビシン

＋シスプラチン療法のランダム化第Ⅱ相試験 

・申 請 者：呼吸器内科 里内 美弥子 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫

理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑨受付番号 R-232-2       

・事 項 名：局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/nab-パクリタキセル

（アブラキサン®）胸部放射線同時併用化学療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試

験 

・申 請 者：呼吸器内科 里内 美弥子 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫

理性について審議された。 
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・判  定：承認 

 

 ⑩受付番号 R-351-1       

・事 項 名：リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節郭

清の治療的意義に関するランダム化第Ⅲ相試験 

・申 請 者：婦人科 長尾 昌二 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫

理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

 ⑪受付番号 R-135-2       

・事 項 名：高度リンパ節転移を有する HER2 陽性胃・食道胃接合部腺癌に対す

る術前 trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相

試験 

・申 請 者：消化器内科 津田 政広 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究実施の妥当性、倫

理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

 ⑫受付番号 R-50-3       

・事 項 名：切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-FU）療法

と bDCF（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダム化第Ⅲ相比

較試験 

・申 請 者：消化器内科 坂本 岳史 

・審議内容：実施計画書と同意説明文書の改訂に基づき、研究継続の妥当性、倫

理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

 ⑬受付番号 R-413-5       

・事 項 名：強度減弱前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者

間 HLA 半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験－JSCT Haplo17 RIC- 

・申 請 者：血液内科 村山 徹 

・審議内容：SAE 報告書に基づき研究継続の妥当性、倫理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑭受付番号 R-412-8       

・事 項 名：骨髄破壊的前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁

者間 HLA 半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験－JSCT Haplo17 

MAC- 

・申 請 者：血液内科 村山 徹 
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・審議内容：SAE 報告書に基づき研究継続の妥当性、倫理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑮受付番号 R-213-7       

・事 項 名：抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いた HLA 適合ドナーからの同種

末梢血幹細胞移植の多施設共同第Ⅱ相試験 

・申 請 者：血液内科 村山 徹 

・審議内容：SAE 報告書に基づき研究継続の妥当性、倫理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

 ⑯受付番号 R-373-8       

・事 項 名：未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家

末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する

第Ⅱ相臨床試験－JSCT MM16－ 

・申 請 者：血液内科 村山 徹 

・審議内容：SAE 報告書に基づき研究継続の妥当性、倫理性について審議された。 

・判  定：承認 

 

⑰受付番号 R-158-1       

・事 項 名：膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、または、

乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有する、遠隔転移を伴

う膵癌を対象としたゲムシタビン/オキサリプラチン療法（GEMOX

療法）の多施設共同第Ⅱ相試験 

・申 請 者：消化器内科 津村 英隆 

・審議内容：監査報告書に基づき研究継続の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：承認 

 

⑱受付番号 R-626       

・事 項 名：血清 DHEA-S が去勢抵抗性前立腺癌に対する薬剤効果予測因子とな

りうるかについてのケースコントロール研究 

・申 請 者：泌尿器科 井上 隆朗 

・審議内容：研究実施の妥当性、倫理性について審議された。  

・判  定：修正の上承認 

 

（２）報告事項 

期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 30 年 7 月 31 日 

迅速審査：臨床研究等 11 件と使用成績調査等 4 件の合計 15 件が報告された。 

 

以上 

 


