
診療部長 青木　秀樹

受付番号 0157

判　　定 承認 全員一致で承認した

診療部長 青木　秀樹

受付番号 0158

判　　定 承認 全員一致で承認した

医師 大塚　真司

受付番号 0159

判　　定 承認 全員一致で承認した

診療部長 野田　清史

受付番号 0160

判　　定 承認 全員一致で承認した

診療部長 野田　清史

受付番号 0161

判　　定 承認 全員一致で承認した

本邦における先天異常発生モニタリング調査研究ならびにサーベイランス活動
（日本産婦人科医会全国先天異常モニタリング調査）

研究の概要
先天異常モニタリングは、妊娠環境（妊娠中のくすりの服用など）からおこる胎児への先天異常・毒性の危険性
を察知するためにおこないます。

申請者

【保険適応外】
子宮体癌に対する保険適応外の抗悪性腫瘍剤の使用について

医療内容と
倫理的問題点

　当院ではパクリタキセル+カルボプラチンの併用療法を行っている。
パクリタキセルは子宮体癌・子宮頸癌に保険適応があるが、カルボプラチンは保険適応はない。このレジメンに
対する有用性は文献的に十分に証明されている。

 これまでに脾温存と脾合併切除術を比較した大規模な研究はないため今回、日韓の専門施設で行われた
LDP症例を集積し脾温存術と脾合併切除の成績をPSM解析により比較し、いずれが優れているかを検討する。

申請者

未破裂脳動静脈奇形の手術適応と予後に関する全国実態調査

研究の概要

　脳動静脈奇形は10～30歳代に発症することが多く若年者の頭蓋内出血の原因として最多の疾患です。年間
破裂率は1.7～2.2％ですが、発症すると生命や脳の機能に深刻な影響を及ぼす恐ろしい疾患です。
欧米での研究では予防的治療の効果が明らかにされていませんが、近年の医学の進歩によって手術の安全
性が各段に向上してきています。現在の本邦における未破裂脳動静脈奇形の治療成績について調査を行い、
これから同様の疾患の治療を受ける患者さん方にとって有用な情報を得る事を目的とします。

申請者

第9回倫理委員会　　令和元年12月5日（木）

申請者

　【迅速審査報告】
腹腔鏡下膵体尾部切除術における術前難度評価スコア（difficulty score）の有用性に対する検証研究

研究の概要

 腹腔鏡下膵体尾部切除術（laparoscopic distal pancreatectomy; LDP）の手術難度を予測するための術前難度
評価スコア（difficulty score; DS) システムは日本のわずか3施設での検証であり、日々の臨床に適用するには
より多くの症例において検証する必要がある。そのため、日本・韓国の多施設でDSシステムの有用性を検証す
ることを目的とする。

申請者

　【迅速審査報告】
Splenic preservation versus splenectomy during laparoscopic distal pancreatectomy for benign and low-grade
malignant pancreatic tumor: A propensity score matching analysis
（良性〜低悪性度膵腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の際の脾温存術と脾合併切除術の比較検討；
Propensity score matching 解析を用いる）

研究の概要



試験検査主任 武良　卓哉

受付番号 0162

判　　定 承認 全員一致で承認した

医師 谷口　文崇

受付番号 0163

判　　定 承認 全員一致で承認した

医師 渡邉　めぐみ

受付番号 0164

判　　定 承認 全員一致で承認した

医師 渡邉　めぐみ

受付番号 0165

判　　定 承認 全員一致で承認した

医長 日下　昇

受付番号 0166

判　　定 承認 全員一致で承認した

報告の内容
　高齢化社会において大腸癌治療戦略についての解析をし、報告する。
第75回日本消化器外科学会（2020年7月)発表予定。

申請者

　【症例発表等報告書】
　80歳以上の高齢者胃癌手術56例の検討

報告の内容
　80歳以上の胃癌手術症例について検討し、現状と問題点について考察した。
第75回日本消化器外科学会（2020年7月)発表予定。

申請者

　ペムブロリズマブ使用患者における自己免疫疾患関連副作用出現因子の後方視的多施設共同研究

研究の概要
　非小細胞肺がんの治療法は、免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の開発により薬剤の選択を含めた治療方法が
多様化している。切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん患者において、ペムブロリズマブ使用患者における
自己免疫疾患関連副作用出現因子について調査を行う。

申請者

　【症例発表等報告書】
　高齢化時代におけるStageⅢ大腸癌予後因子と治療戦略

申請者

　Japan Trevo Registry

研究の概要
　トレボ　プロ　クロットリトリーバー（Trevoリトリーバー）を使用された患者に関する情報を収集し、通常診療下
における有効性・安全性に関する調査を行う。

申請者

　【症例発表等報告書】
　局所進行癌による上部消化管通過障害に対する腹腔鏡下胃空腸吻合術の意義

報告の内容
　腹腔鏡下胃空腸吻号術について検討し報告する。開腹胃空腸吻号術と比較検討も行う。
第75回日本消化器外科学会（2020年7月)発表予定。



医師 内海　方嗣

受付番号 0167

判　　定 承認 全員一致で承認した

診療部長 久山　彰一

受付番号 0168

判　　定 承認 全員一致で承認した

医長 片山　祐介

受付番号
3025

2018年7月5日付
承認

判　　定 承認 全員一致で承認した

医長 久山　彰一

受付番号 特-02

ｊRCTｓ061180006

申請者

報告の内容

報告施設名： 岡山大学病院
----------------------------
【：afabev-097】 （治療レジメン：アファチニブ単剤療）
・有害事象分類：入院又は入院の延長
・有害事象名：
        第1報（afabev-097、下痢grade3）           第1報（afabev-097、脱水grade3）
        第1報（afabev-097、悪心grade3）           第1報（afabev-097、食欲不振grade3）
        第1報（afabev-097、急性腎障害grade3）
・疾病等発現日：2019年9月4日
・因果関係： definite
・予期性：既知
・転帰：軽快

申請者

【倫理審査承認事項変更】
Nab-Paclitaxelによる末梢神経障害への介入方法の検討 ～化学療法中のプラスチックグローブの着用～

申請者

　【論文発表等報告書】
高齢者(75歳以上)に対する膵頭十二指腸切除術後の栄養状態の推移と
予後についての検討

申請者

LC-SCRUM研究においてLiquid Biopsy Gradant360 に結果を用いて術後再発を予測する探索的研究の
前研究の為、データの外部提供について

医療内容と
倫理的問題点

当院のLiquid Biopsyの個人を特定する情報は含まれないが、年齢、臨床病期などの基礎情報が含まれたデー
タを院外に提供するが、患者さんへの説明文書内にデータの提供について説明があり、同意を得ている。提供
先は参加する企業、参加する医療機関と記述されており、岡山大学病院もLC-SCRUM参加施設であり問題は
ないと考える。

【疾病等報告】
活性型EGFR遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌患者に対する一次治療としてのアファチニブ＋ベバ
シズマブ併用療法とアファチニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験 (AfaBev)

報告の内容
　高齢者における膵頭十二指腸切除術の結果、術前術後の栄養状態の推移を提示し予後との関係を解析し今
後の高齢者の外科医療のあるべき方向を検討する。
2020年7月下旬発表予定。

変更事項の内容 　研究対象者の変更

実施計画番号



診療部長 青木　秀樹

受付番号 特-16

 報告施設名：金沢医療センター
----------------------------
・疾病等名（診断名）：急性膵炎
・疾病等発現日：2019年9月17日
・入院又は入院期間の延長
・転帰：未回復(2019年9月20日)

報告施設名：京都医療センター
----------------------------
・疾病等名（診断名）：胆管炎
・疾病等発現日：2019年8月20日
・入院又は入院期間の延長
・転帰：軽快(2019年8月23日)

医長 久山　彰一

受付番号 特-06

報告の内容

申請者

【疾病等報告】
特発性肺線維症合併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＋ニンテダニブ療法と
カルボプラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第II 相試験(J-SONIC)

実施計画番号

ｊRCTｓ071180049

報告の内容

報告施設名： 大阪医科大学附属病院 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科
----------------------------
【AE45】 （治療レジメン： カルボプラチン＋アブラキサン）
・発現日(2019年10月18日)
・入院又は入院の延長
・有害事象名： 発熱性好中球減少症
・因果関係： probable
・予期性：既知
・転帰：未回復(2019年10月25日)

報告施設名： 松阪市民病院
----------------------------
【AE46】 （治療レジメン： カルボプラチン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ）
・発現日(2019年10月28日)
・入院又は入院の延長
・有害事象名： 発熱性好中球減少症
・因果関係： definite
・予期性：既知
・転帰：回復(2019年11月5日)

報告施設名： 九州大学病院 呼吸器科
----------------------------
【AE47】 （治療レジメン： カルボプラチン ＋ nab-パクリタキセル）
・発現日(2019年11月6日)
・有害事象分類：入院又は入院の延長
・有害事象名： 肺感染
・因果関係： probable
・予期性：既知
・転帰：未回復(2019年11月6日)

【AE48】 （治療レジメン： カルボプラチン ＋ nab-パクリタキセル）
・発現日(2019年11月6日)
・有害事象分類：入院又は入院の延長
・有害事象名： 肺感染
・因果関係： probable
・予期性：既知
・転帰：未回復(2019年11月11日)

申請者

【疾病等報告】
膵がん切除後の補助化学療法におけるS-1単独療法とS-1とメトホルミンの併用療法の非盲検ランダム化第Ⅱ
相比較試験(ASMET)

実施計画番号

jRCTs031180270
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