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迅速審査について 

 

１．骨シンチグラフィ検査における定量指標による骨転移治療モニタリングの有用性評価

                （２８－４４２） 

放射線科 田中助教から，研究資金の一部変更の申請があり，これを承認した。 

      （前回承認番号２８－３４０） 

２．睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安

全性に関する臨床試験 THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset Strokes 

with alteplase at 0.6mg/kg (THAWS) Trial       （２８－４６５） 

脳神経外科 榎本講師から，期間の延長および研究分担者の一部変更の申請があり，

施設訪問監査に際しては，研究責任者，分担者及び医学部附属病院先端医療・臨床研

究推進センターＣＲＣが電子カルテの操作を行うことを条件に，これを承認した。 

               （前回承認番号２７－５３７） 

３．RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者

に対する mFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及

び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測因子の探索

的研究(PARADIGM study 探索研究)     （２８－４６６） 

第２外科 高橋講師から，プロトコールの改訂の申請があり，施設訪問監査に際して

は，研究責任者，分担者及び医学部附属病院先端医療・臨床研究推進センターCRCが電

子カルテの操作を行うことを条件に，これを承認した。          

                        （前回承認番号２８－４６２） 

４．染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構築  

                           （２８－４６７） 

小児科 大西講師から，申請者の変更，研究参加施設の追加，研究計画書の一部変更， 

および説明同意文書の一部変更の申請があり，これを承認した。 

            （前回承認番号２７－３４１） 

５．テュトーリアル選択コースでの学生主体の医学教育研究   （２８－４６８） 

医学教育開発研究センター 今福助教から，期間の延長，研究分担者の一部変更，研

究概要の一部変更，研究方法の一部変更および研究実施場所の一部変更の申請があり,

これを承認した。       （前回承認番号２５－３６０） 

６．「岐阜市における糖尿病疫学実態調査」の参加に実施する転写因子関連遺伝子群の多型 

解析                              （２８－４６９） 

内分泌代謝病態学 武田教授から，研究期間の延長，研究分担者の変更，研究予定数

の追加および説明同意文書の一部変更の申請があり，これを承認した。 

                  （前回承認番号２３－２５７） 

７．抹消静脈カテーテル管理における血流感染及び静脈炎防止に関するケアバンドルを用

いた取り組み              （２８－４７０） 

看護部 廣瀬看護部長から，研究期間の延長および説明文書の一部変更の申請があり，

これを承認した。                  （前回承認番号２８－３６７） 

８．トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討 －前向き観察研究－ （２８－４７１） 

内分泌代謝病態学 諏訪准教授から，研究分担者の追加の申請があり，これを承認し

た。                     （前回承認番号２８－２６１） 

 

 



 

 

９．手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明化を確保し、周術

期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究    （２８－４７２） 

手術部 長瀬副部長から，研究期間の延長，研究分担者の追加および研究対象の追加

の申請があり，これを承認した。      （前回承認番号２７－５２７） 

１０．高次救命治療センター入室患者を対象とした抗真菌薬・抗菌薬の血中・組織中薬物

濃度測定                 （２８－４７３） 

薬剤部 鈴木講師から，研究分担者の追加の申請があり，これを承認した。 

            （前回承認番号２８－２５８） 

１１．クレナフィン®爪外用液１０％臨床研究          （２８－４７４） 

皮膚病態学講座 清島教授から，期間の延長、プロトコールの改訂，説明同意文書

の一部変更およびモニタリング手順書の一部変更の申請があり，これを承認した。

               （前回承認番号２８－３１４） 

１２．抗 EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある KRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再溌 

大腸癌に対する三次治療におけるパニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-09）  

                                   (２８－４７５) 

第２外科 髙橋講師から，研究期間の延長，申請者の変更，プロトコールの改訂お

よび説明文書の一部変更の申請があり，施設訪問監査に際しては，研究責任者，分担

者及び医学部附属病院先端医療・臨床研究推進センターCRCが電子カルテの操作を行

うことを条件に，これを承認した。     （前回承認番号２８－４２４） 

１３．抗血栓薬服用継続下 ESDにおける後出血予防を目的としたポリグリコール酸シート

（ネオベール®）の有用性に関する検討             （２８－４７６） 

消化器内科 井深臨床講師から，研究期間の延長，研究分担者の追加，予定数の変

更および試料・情報の取り扱いの変更の申請があり，これを承認した。 

            （前回承認番号２６－３５５） 

１４．マイクロチップ PCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研

究                            （２８－４７７） 

泌尿器科 安田講師から，研究期間の延長および研究方法の一部変更の申請があり，

これを承認した。          （前回承認番号２７－５４９） 

１５．冠動脈末梢の微細閉塞を来す成分量を求める冠動脈プラーク組織性状診断装置の画

像の設定                       （２８－４７８） 

第２内科 川崎准教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

           （前回承認番号２８－５） 

１６．超音波を高周波数化した冠動脈プラーク組織性状診断装置とカテーテルの画像の設

定                            （２８－４７９） 

第２内科 川崎准教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

                 （前回承認番号２８－６） 

１７．心房細動患者における IBエコーによる肺静脈組織性状とカテーテルアブレーション

後の心房細動再発率の関連における研究     （２８－４８０） 

第２内科 中島医員から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

           （前回承認番号２７－５３４） 

１８．尿路性器感染症起炎菌に関する研究     （２８－４８１） 

泌尿器科 安田講師から，研究参加施設の追加の申請があり，研究参加施設の審査

依頼書を追って提出することを条件に，これを承認した。（前回承認番号２８－８１） 

 

 

 



 

 

１９．クロマチン再構成因子複合体異常がもたらす腫瘍発生・進行メカニズムの解明 

                     （２８－４８２） 

形態機能病理 竹内教授から，研究期間の延長，研究分担者の一部変更，研究概要

の一部変更，研究方法の一部変更，研究対象の一部変更，予定数の変更，試料・情報

の取り扱いについて区分の追加および保存方法の変更の申請があり，これを承認した。    

                     （前回承認番号２４－２２８） 

２０．人工関節登録制度の確立      （２８－４８３） 

整形外科 秋山教授から，研究期間の延長および研究対象者への研究結果開示の有

無の変更の申請があり，これを承認した。    （前回承認番号２６－４０７） 

２１．日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業 

        （略称：「ドクターヘリ・レジストリー」）      （２８－４８４） 

高次救命治療センター 豊田准教授から，予定数の変更，研究施設の追加，公示文

書の一部変更，研究参加施設の追加およびプロトコールの改訂の申請があり，これを

承認した。                      （前回承認２６－４４７） 

２２．尿路・性器より検出される Mycoplasma genitaliumの薬剤耐性遺伝子変異の全国サ

ーベイランス         （２８－４８５） 

泌尿器科学分野 出口教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。

                  （前回承認番号２８－３５６） 

２３．難治性内耳疾患の遺伝子解析         （２８－４８６） 

医療情報部 青木准教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

         （前回承認番号２６－１０４） 

２４．ペルオキシソーム病線維芽細胞からのｉPS細胞誘導ならびに疾患モデル構築 

          （２８－４８７） 

生命科学総合研究支援センター 下澤教授から，研究期間の延長，研究分担者の一

部変更，研究対象の一部変更，研究資金の一部変更,研究における医学倫理的配慮に

ついての変更および研究対象者の健康保険使用の変更の申請があり，これを承認した。    

      （前回承認番号２３－３０７） 

２５．医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（2）     （２８－４８８） 

第１外科 木村臨床講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

          （前回承認番号２６－４５） 

２６．脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト

低減ソフトの評価          （２８－４８９） 

脳神経外科 榎本講師から，研究期間の延長，共同研究代表者の変更および説明同

意文書の一部変更の申請があり，これを承認した。  （前回承認番号２８－１６８） 

２７．脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的 DSA画

像解析                             （２８－４９０） 

脳神経外科 榎本講師から，研究期間の延長，共同研究代表者の変更および説文  

書の一部変更の申請があり，これを承認した。   （前回承認番号２８－１６９） 

２８．転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳照射：多施設共同第Ⅱ

相臨床試験                     （２８－４９１） 

放射線科 松尾教授から，研究期間の延長およびプロトコールの改訂の申請があり，

これを承認した。       （前回承認番号２７－４１９） 

 

 

 

 



 

 

２９．筋弛緩の程度が口腔内手術の難易度と術後痛に与える影響の変更 （２８－４９２） 

麻酔・疼痛制御学分野 田辺准教授から，研究分担者の追加，研究形態の変更およ

びプロトコールの改訂の申請があり，研究参加施設の倫理審査承認通知書の写しを追

って提出することを条件に，これを承認した。    （前回承認番号２８－４０８） 

３０．タイ肝吸虫感染による胆管癌の新規腫瘍マーカーの同定及び検出系の確立 

             （２８－４９３） 

寄生虫学・感染学 呉助教から，研究期間の延長および研究資金の変更の申請があ

り，これを承認した。              （前回承認番号２５－２４２） 

３１．金属尿管ステント Resonanceの腫瘍性尿管狭窄に対する有用性の検討（２８－４９４） 

    泌尿器科 髙井医員から，研究期間の延長，研究責任者の変更，、研究分担者の一

部変更，プロトコールの改訂および説明文書の一部変更の申請があり，これを承認し

た。                       （前回承認番号２６－３６９） 

３２．マンモグラフィでの病巣の良悪性鑑別において，類似過去症例を検索し提示する診断

支援システムの開発と，その有用性の検討              （２８－４９５） 

    知能イメージ情報分野 藤田教授から，研究期間の延長，研究分担者の追加および

研究資金の追加の申請があり，これを承認した。    （前回承認番号２６－４１） 

３３．乳がん手術における持続傍脊椎神経ブロック併用の有用性の検討 （２８－４９６） 

    麻酔科疼痛治療科 山田助教から，研究期間の延長および研究分担者の一部削除の

申請があり，これを承認した。           （前回承認番号２６－１２１） 

３４．岐阜大学病院 RRS（Rapid Response System）運用に関するアンケート調査     

（２８－４９７） 

    高次救命治療センター 名知臨床講師から，研究期間の延長，研究分担者の追加， 

調査方法の一部変更，予定数の変更および研究に関する情報公開の変更の申請があり，

これを承認した。                （前回承認番号２７－４２１） 

３５．突発性脳内石灰化症患者の検体（血液・髄液・毛髪）中の生体元素および生理活性物

質の測定                            （２８－４９８） 

    神経内科・老年学分野 保住客員臨床系教授から，研究計画名の一部変更，研究分

担者の追加，二次利用課題の追加記載，研究資金の変更，研究方法の一部変更および

実施場所の追加の申請があり，研究参加施設の倫理審査承認通知書の写しを追って提

出することを条件に、これを承認した。      （前回承認番号２７－５１７） 

３６．対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレームワーク」を用

いた事例検討会の評価                      （２８－４９９） 

    看護部 廣瀬看護部長から，研究期間の延長，研究分担者の変更，予定数の変更，

研究に関する情報公開の変更および説明文書の一部変更の申請があり，これを承認し

た。                      （前回承認番号２８－１１８） 

３７．中堅看護師の副看護師長へのキャリアアップに対する意識調査  （２８－５００） 

    看護部 廣瀬看護部長から，研究期間の延長および研究分担者の変更の申請があり，

これを承認した。                 （前回受付番号２８－１８８） 

３８．ＶＲを利用した車椅子体験シミュレータの開発         （２８－５０１） 

    工学部 山田教授から，研究期間の延長，研究分担者の一部変更，研究方法の一部

変更，予定数の追加および研究実施場所の変更の申請があり，これを承認した。  

（前回受付番号２４－３６） 

 

 

 

 



 

 

３９．肝線維化物質 TGF-βの新規測定法を利用した肝硬変の早期診断法の開発に関する研

究                             （２８－５０２） 

    消化器病態学 清水教授から，研究期間の延長，研究責任者の変更および研究分担

者の一部変更の申請があり、これを承認した。   （前回受付番号２４－１５２） 

４０．ソホスブビル/リバビリン併用療法の治療成績の検討       （２８－５０４） 

    第１内科 末次臨床講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２７－１５８） 

４１．脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と

安全性の解明 The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study (BAT2) 

（２８－５０６） 

    脳神経外科 榎本講師から，研究分担者の追加の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号 ２８－１９７） 

４２．乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 

（２８－５０８） 

    腫瘍外科 二村准教授から，研究分担者の一部変更，研究症例数の追加，研究概要

の一部変更，研究方法の一部変更，研究対象の一部変更および実施場所の一部変更の

申請があり，これを承認した。           （前回受付番号２６－８８） 

４３．乳癌・消化器癌などにおける PKM関連遺伝子の発現と Warburg effectの解明 

（２８－５０９） 

    腫瘍外科 二村准教授から，研究分担者の一部変更，研究症例数の追加，研究方法

の一部変更および研究対象の一部変更の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２８－１２） 

４４．ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識別   （２８－５１３） 

    法医学分野 永井准教授から，研究期間の延長，予定数の変更およびプロトコール

一部変更の申請があり，これを承認した。      （前回受付番号２６－２４０） 

４５．岐阜市における自閉症スペクトラム障がい(ASD)をもつ幼児の日常生活習慣の発達に

関するアンケート調査                    （２８－５１４） 

    障がい児者医療学 西村准教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認し

た。                      （前回受付番号２６－３２３） 

４６．治療用抗原改変食品作成を目的とした小麦アレルギーにおける T細胞エピトープの探 

索                               （２８－５１５） 

    小児病態学 川本併任講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。

（前回受付番号２７－２８５） 

４７．治療用抗原改変食品作成を目的とした食物アレルギーにおける T細胞エピトープの探  

 索                               （２８－５１６） 

    小児病態学 川本併任講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

                           （前回受付番号２７－２８６） 

４８．日本人における乳幼児の大腿部の筋層の厚みに関する検討    （２８－５１７） 

    小児病態学 川本併任講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２７－４８１） 

４９．意識下手術での手術室環境に対する手術部看護師の意識調査   （２８－５２０） 

    看護部 廣瀬看護部長から、研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２７－５０１） 

 

 

 



 

 

５０．手術を控えた入院前患者のニーズを反映したパンフレットの評価  （２８－５２１） 

 看護部 廣瀬看護部長から、研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２７－５０２） 

５１．オーソ社製オーソビジョンを用いた抗体価測定の検討研究    （２８－５２２） 

    輸血部 帖佐主任臨床検査技師から，研究期間の延長および研究分担者の追加の申

請があり、これを承認した。           （前回受付番号２８－３１８） 

５２．クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 

（２８－５２３） 

    腫瘍外科 二村准教授から，研究分担者の一部変更の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号 ２５－３０９） 

５３．Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明   （２８－５２４） 

    口腔病態学 武内医員から，研究分担者の追加の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号２８－２５７） 

５４．皮膚・皮膚付属器癌に対する CA療法              （２８－９２９） 

    皮膚科 松山助教から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号 ２７－９２４） 

５５．皮膚・皮膚付属器癌に対するドセタキセル療法 

    皮膚科 松山助教から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

                          （前回受付番号 ２７－９２６） 

５６．基礎疾患を有する 65歳未満の患者に対する沈降 13価肺炎球菌結合型ワクチン（プレ

ベナー13®）接種                         （２８－９３１） 

    生体支援センター 村上教授から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。 

（前回受付番号 ２８－９０８） 

５７．頚部・脳血管び対する冠動脈・胆道用ステント留置術の安全性と有効性の検討につい

て                              （２８－９３２） 

    脳神経外科 榎本講師から，研究期間の延長の申請があり，これを承認した。    

   （前回受付番号２７－９３０） 

５８．ドブタミン負荷心エコー                  （２８－９３３） 

    第２内科 西垣臨床教授から，研究期間の延長および実施代表者の変更の申請があ

り,これを承認した。               （前回承認番号２８－９０５） 


