
   

倫理委員会（2022年度 第 1回） 議事概要 

【日時】 2022年 5月 17日（火） 16時 00分～17 時 00分 

【場所】 中会議室Ｂ 

【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 大西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  ③ 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 

アドバイザー：和田、松村   事務局：陶山、荒谷、北川 

 

【審議事項】 

１．委員会審査 １件 

研究課題名：経口内視鏡下輪状咽頭筋切除術（TOE-CPM）の検討  

申請者：頭頸部甲状腺外科センター 河本 勝之 

 

【報告事項】 ＜3/8～5/9 申請・報告分＞ 

臨床研究 迅速審査結果報告 

1、 新規申請： 3 件    

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2022-001 消化器内科 伴 宏充 Linked Color Imaging(LCI)による上部消化管腫瘍サ

ーベイランスの効果を検証する多施設無作為化比較試

験（Let's trial） 

2022/4/21 

2022-003 糖尿病・内分

泌内科 

中村 亮太 甲状腺クリーゼの多施設前向きレジストリー研究 2022/5/9 

2022-004 看護局管理室 小野 美雪 認知症症状に疲弊し在宅復帰を拒否している介護家族

に実践した家族支援を明らかにする事例研究 

2022/5/9 

 

 

2、 変更申請: 3件 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2021-015 糖尿病内分泌

内科 

関根 理 腎機能障害を合併した 2型糖尿病患者に対するルセオ

グリフロジンの腎機能に及ぼす影響の検討

（RESOLUTION study) 

2022/3/22 



   

2021-023 頭頸部外科 藤井 太平 発想法教材を用いた教育研究～看護学生の共感性・精

神的健康度・コミュニケーション能力への影響～ 

2022/4/7 

2021-013 患者総合支援

センター 

奥 佳奈 在宅看取りの覚悟を促す意思決定支援～終末期がん患

者の在宅看取りに強く不安を抱いていた家族に対する

退院支援看護師の介入に焦点を当てて～ 

2022/4/21 

 

 

3、 新しい治療、検査、医療の標準的導入 終了報告:  1件 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 報告日 

2021-05 糖尿病・内分

泌内科 

東 長佳 抗ラブフィリン３A抗体 2022/5/9 

 

 

4、論文・学会発表報告   新規申請一覧   

受付番号 申請者の所属 申請者 演題名 承認日 

2021-0072 外科 今神 透 

The importance of multidisciplinary 

treatment with cytoreductive surgery plus 

chemotherapy for malignant peritoneal 

mesothelioma. 

2022/3/18 

2021-0076 呼吸器外科 林 一喜 
上大静脈背側で右肺動脈中枢の確保が必要となった

際の手技 
2022/3/30 

2022-0001 消化器外科 今神 透 異時性大腸癌腹膜播種に対する審査腹腔鏡の役割 2022/4/8 

2022-0002 肥満外科治療セ

ンター 

山本 有香子 Effecttive presurgical body weight reduction by 

modification of 3major dietary habits with or 

without an intake of brown rice in morbidly 

obese patients:an pbservational 6 month study 

2022/4/7 

2022-0003 麻酔科 西川 佳成 鼻腔内操作中に高度除脈を生じた 1例 2022/4/20 

2022-0004 PFMセンター 奥 佳奈 （仮）在宅看取りの覚悟を促す意思決定支援 

～終末期がん患者の在宅看取りを躊躇していた家族

に対する退院支援看護師の介入に焦点を当てて～ 

2022/4/18 

2022-0005 呼吸器外科 喜田 裕介 縦隔コレステリン肉芽腫の 1手術例 2022/4/21 

2022-0006 消化器外科 水本 明良 Treatment strategy of cytoreductive surgery for 

advanced or ovarian cancer 

2022/4/27 

2022-0007 消化器外科 水本 明良 大腸癌腹膜播種に対する cytoreductive surgery の

適応と治療成績 

2022/4/26 

2022-0008 3C病棟 間宮 多瑞恵 医療療養病棟における安全で円滑な腹膜透析業務遂

行を妨げている要因について 

－夜勤看護師へのインタビューを通して－ 

2022/5/2 



   

2022-0009 乳腺外科 木下 一夫 オンコロジーエマージェンシー発症 TNBC 再発に対

し抗 PD-L1 抗体療法で PD 後、抗 PD-1 抗体療法が奏

功した一例 

2022/5/12 

 

                                      

 3、論文・学会発表報告申請一覧 過去分報告申請   

受付番号 申請者の所属 申請者 演題名 

過去申請

2021-17 

内科 
巌西 真規 部分型脂肪萎縮合併 A型インスリン抵抗性一家系の経過報告 

過去申請

2022-01 
先進医療センター 島津 章 

Telmisartan is the most effective ARB to increase 

adiponectin via PPARα in adipocyte. 

 

以上 


