
倫理委員会（2021年度 第 4回）議事概要 

【日時】 2021年 11月 16 日（火） 16時 00分～17時 00分 

【場所】  小会議室 

【委員】 

森谷① 

(委員長) 

原① 

(副委員長) 

島津① 中村文① 小林① 松浦① 黒田③ 三田村① 

○   ○ ○ × ○ ×(委任状) ×(委任状) ○ 

小野① 中村善① 坂口① 廣畑① 谷① 金森①④ 若宮② 宇野③④ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×(委任状) 

① 医療の専門、自然科学の有識者 ②倫理学・法律学・社会科学の有識者 

② 一般の立場 ④外部委員 

事務局：陶山、北川、荒谷 

 

 

【報告事項】 

1、 臨床研究 迅速審査結果報告 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2021-018 

草津ケアセンタ

ー 

看護課 

松村 幸代 

一般社団法人 日本褥瘡学会 実態調査委員会 

第５回実態調査  

「第５回 日本褥瘡学会実態調査」 

2021/10/12 

2021-019 
看護局 

城 亜希 
難治性がん患者の緩和ケアを腫瘍学に統合する教育モ

デル構築への基礎的研究 
2021/10/18 

2021-020  
看護局 

平井 詠子 
一般社団法人 日本褥瘡学会 実態調査委員会 第５

回実態調査 
2021/10/18 

2017- 

1011-04 

(変更申請) 

循環器内科 

八木 崇文 
【Ｊ－ＡＢレジストリ】 

カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 
2021/10/12 

 

 

2、 臨床研究 終了報告 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 報告日 

2021-012 
糖尿病・ 

内分泌内科  
手塚 祐司 冠動脈 CTにおける心外膜下脂肪と心機能の関連の検証 なし 

 

 

 

 



3、論文・学会発表報告 新規申請一覧 ＜9/14～11/8 申請・報告分＞ 

受付番号 申請者の所属 申請者 演題名 承認日 

2021-039 臨床研修センター 堀川 陽平 双角子宮における内膜症の 1症例 2021/9/22 

2021-040 臨床研修センター 福本 洋介 
A case of appendix adenocarcinoma associated with 

ulcerative colitis. 
2021/9/22 

2021-041 薬剤部 中澤 実紀 
サクビトリルバルサルタンが慢性心不全患者の利尿

薬投与量に及ぼす影響 
2021/9/21 

2021-042 
頭頸部甲状腺外科 

センター 
河本勝之 

パネルディスカション 2 嚥下障害に対するチーム医

療 当院における多職種介入ＮＳＴ嚥下チームの取

り組み -対象拾い上げの工夫とチーム医療- 

2021/10/8 

2021-043 産婦人科 卜部 論 
性同一性障害における、ＦｔＭに対する腹腔鏡下ＳＲ

Ｓの検討 
2021/10/12 

2021-044 医療安全管理室 今井 浩子 転倒・転落チームの発足と取り組みについて 2021/10/19 

2021-045 栄養部 福田 希帆 
塩分摂取量から見た心不全患者における効果的な食

事指導について 
2021/10/14 

2021-046 先進医療センター 島津 章 

1)Osilodrostat is an effective and well-tokerated 

long-term treatment option for patients with 

Cushing's disease :final results from the Phase

Ⅲ,LINC 3 study. 

2)Improvements in clinical signs and health-

related quality of life by degree of mUFC control 

inpatients with Cushing's disease treated with 

osilodrostat. 

3)Effect of dosing and titration of osilodrostat 

ｏｎ  efficacy and safety in patients with 

Cushing's disease:Results from two Phase Ⅲ 

trials(LINC3 and LINC4). 

2021/11/12 

 

 

 

                                      

 3、論文・学会発表報告申請一覧 過去分報告申請  ＜9/14～11/8  申請・報告分＞ 

受付番号 申請者の所属 申請者 演題名 

過去申請

2021-01 
消化器内科 森 直子 

自己免疫性胃炎を背景粘膜とした mixes uroendocrine-non-

neuroendocrine neoplasm(MiNEN)の 1例 

過 去 申 請

2021-02 
先進医療センター 島津 章 

JNETS clinical practice guidelines for gastroenteropancreatic 

neuroendocrine neoplasms:diagnosis ,treatment ,and follow-

up:asynopsis 



過 去 申 請

2021-03 
先進医療センター 島津 章 話題 ＧＨ治療と発がんリスク 

過 去 申 請

2021-04 
病理診断科 日野 倫子 

Enterocolic lymphocytic phlebitis associated with lymphocytic 

colitis:Acase report 

過 去 申 請

2021-05 
先進医療センター 島津 章 

Long-term safety and efficacy of lanreotide autogel in 

Japanese patiants with neuroendocrine tumors;Final results of 

a phase Ⅱ open-label ext 

ension study. 

過 去 申 請

2021-06 
頭頸部外科 森谷 季吉 

甲状腺分化癌局所進行（転移リンパ節による臓器浸潤）例の予後に

与える影響 

過 去 申 請

2021-07 
頭頸部外科 森谷 季吉 

甲状腺がん治療における最新の知見 臨床から見えたレンバチニブ

の導入タイミングと投与工夫 

過 去 申 請

2021-08 

糖尿病・内分泌内

科 
手塚 祐司 

人工知能による心外膜下脂肪体積量の測定方法の開発とメタボリッ

クシンドロームと心外膜下脂肪体積量の関連の後ろ向き横断的検討 

過 去 申 請

2021-09 

糖尿病・内分泌内

科 
手塚 祐司 

Increases in Epicardial Adipose Tissue Volume and Density 

Calculated by the Artificial Intelligence-assisted Measuring 

Method in Relation to Obesity,Aging ,Insulin Resistance and 

Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients with Type 

2 Diabetes Mellitus. 

過 去 申 請

2021-10 

糖尿病・内分泌内

科 
手塚 祐司 

Interrelationship of Albuminuria with Epicardial Adipose 

Tissue and Left Ventricular Diastolic Function in Diabetic 

Patients without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction.  

 

 

 

以上 


