
倫理委員会（2021年度 第 5回）議事概要 

【日時】 2022年 1月 18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 

○   ○ ○ ○ ○     ○  ○ 

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) ○ ×(委任状) ×(委任状) ×(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 

2021-021 頭頸部外科 森谷 季吉 深頚部膿瘍後嚥下障害の全国調査 2021/12/20 

 

 

2、 臨床研究 変更申請 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2021-010 
呼吸器疾患センタ

ー 
神田 響 

進展型小細胞肺癌に対する化学療法＋デュルバルマブ併

用療法に同時または遂次放射線照射追加に関する安全性

及び効果についての第Ⅱ相試験（SPIRAL-SMALL） 

2021/11/15 

2020-002 
感染制御・血液内

科 
田居克規 COVID-19に関するレジストリ研究 2021/11/16 

2021-011 
呼吸器疾患センタ

ー 
神田 響 

進行期または術後再発非小細胞肺癌に対するプラチナ

併用療法＋免疫チェックポイント阻害剤に同時（遂

次）緩和的放射線治療の上乗せ効果を検討する第Ⅱ相

試験（SPIRAL-FULL） 

2021/12/3 

2019-027 歯科・口腔外科 西村 一行 
歯周病による口腔内細菌環境悪化と全身状態の変化をつ

なぐ分子機構の解明に関する研究 
2022/1/7 

 

 

 

 



 

3、 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 

2020-004 検査診療部 宮平 良満 
新型コロナウイルス感染患者検体を用いた検査キットの

有用性評価 

2021/12/24 

 

 

 

 

 

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 

2021-0047 
リハビリテーショ

ン部 
山本 敏雄 脳卒中患者の下肢腱反射と短下肢装具の適応の検討 2021/11/29 

2021-0048 栄養部 布施 順子 
高度肥満症への食習慣の偏りを是正する強化食事指

導の有用性に関する検討 
2021/11/24 

2021-0049 栄養部 布施 順子 術前内科入院における内科と栄養部の連携の重要性 2021/11/24 

2021-0050 消化器外科 今神 透 
審査腹腔鏡により病理診断を得た多嚢胞性腹膜中皮

腫の２例 
2021/11/25 

2021-0051 消化器外科 今神 透 
長期の無再発生存が得られた多嚢胞性腹膜中皮腫の

３例 
2021/12/3 

2021-0052 消化器内科 森 直子 
Mixed neuroendocrine non-neuroendocrine 

neoplasm associated with autoimmune gastritis 
2021/11/26 

2021-0053 消化器外科 今神 透 
Surgical outcome of cytoreductive surgery for 

malignant peritoneal mesothelioma. 
2021/12/6 

2021-0054 消化器外科 今神 透 

A desmoid-type fibromatosis in the 

retroperitoneum of the gastro-pancreatic region 

that was resected with adiatal pancreatomy 

2021/12/23 

2021-0055 臨床工学部 廣畑 直実 滋賀県庁での COVID-19陽性患者対応について 2021/12/23 

2021-0056 臨床工学部 廣畑 直実 在宅酸素療法への臨床工学技士の関り 2021/12/23 

2021-0057 心臓血管外科 鉢呂 康平 
完全内臓逆位に併発した三尖弁閉鎖不全症を伴う A型 

大動脈解離 
2021/12/28 

2021-0058 臨床研修センター 安田 百花 超高齢者の治療適応に苦慮した巨大回盲部症の一例 2021/12/28 

2021-0059 消化器外科 今神 透 
腹膜播種に対する外科治療における周術期栄養サポー

トの取り組み～現状の把握と今後の課題～ 
2021/12/27 

2021-0060 
淡海ふれあい病院 

栄養科 
高田 小百合 

地域包括ケア病棟におけるＮＳＴ介入患者の在宅復帰

に影響する因子の影響 
2022/1/4 



2021-0061 
頭頸部甲状腺外科 

センター 
森谷 季吉 

当科における切除不能再発・転移甲状腺癌に対する分 

子標的治療の成績 
2022/1/6 

2021-0062 薬剤部 原田 奈津子 
オキシコドン持続皮下注からフェンタニル貼付剤へのス 

イッチングの際に退薬症状がみられた 1例 
2022/1/4 

 

 

 

                                      

 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

2021-11 

糖尿病・内分泌内

科（先進医療セン

ター） 

柏木 厚典 

Asodium-glucose cotransporter-2 inhibitor modulates the skin 

hydration state in type 2 diabetes patients:Post-hoc 

analysis of a prospective,open-label pilot study. 

過 去 申 請

2021-12 
消化器外科 今神 透 

Well-differentiated papillary mesothelioma suspected of 

malignant transformation:A case report. 

過 去 申 請

2021-13 
消化器外科 今神 透 当院で経験された多嚢胞性腹膜播種の３例 

過 去 申 請

2021-14 

肥満症外科治療セ

ンター 
戸川 剛 

我々の新しい腹腔鏡下スリーブ状胃切除手術手技 cross-cutting 

sleeve Gantrectmy(CCSG) 

過 去 申 請

2021-15 
呼吸器外科 林 一喜 嘔吐により改善する心窩部痛を認めた気管支動脈瘤の１例 

 

 

 

以上 


