
   

倫理委員会（2022年度 第 3回） 議事概要 

【日時】 2022年 9月 20日（火） 16時 00分～17時 45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 小林純① 松浦① 黒田③ 三田村① 小野① 

○   ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

中村善① 坂口① 小林昌① 保井① 奥① 金森①④ 若宮② 大西③④  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

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   事務局：陶山、荒谷、北川 

 

【審議事項】 

１．委員会審査 １件 

受付番号：2022-010 

研究課題名：７B病棟看護師による退院後訪問の主観的体験 

申請者：7B病棟 深田 あすみ 

 

【報告事項】 ＜7/12～9/12 申請・報告分＞ 

臨床研究 迅速審査結果報告 

1、 新規申請： 2件    

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2022-008 消化器内科 伴 宏充 本邦における直接経口抗凝固薬の種類による大

腸粘膜下層剥離術後出血の解析 ABCD-J study 

2022/8/26 

2022-009 感染制御・

血液内科 

田居 克規 再発・難治性末梢性 T 細胞リンパ腫に対する

tucidinostat 単剤治療の第Ⅱ相試験 

2022/9/7 

 

 

2、 変更申請: 7件 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

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-ＦＵＬ

2022/7/21 



   

Ｌ） 

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 2022/8/8 

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） 

2022/8/8 

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） 

2022/8/15 

2022-006 呼吸器疾患

センター 

神田 響 脳転移を有する未治療進行・再発非小細胞肺癌

に対するラムシルマブとエルロチニブ併用療法

の有効性と安全性に関する第Ⅱ相試験（ＳＰＩ

ＲＡＬ－ＢＲＡＩＮ) 

2022/8/16 

2022-006 呼吸器疾患

センター 

神田 響 脳転移を有する未治療進行・再発非小細胞肺癌

に対するラムシルマブとエルロチニブ併用療法

の有効性と安全性に関する第Ⅱ相試験（ＳＰＩ

ＲＡＬ－ＢＲＡＩＮ) 

2022/8/26 

2018-043 消化器内科 中村 文泰 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データ

ベース構築 

2022/8/26 

 

 

3、 新しい治療、検査、医療の標準的導入 終了報告:  2件 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 報告日 

2021-022 手術室 山田 眞己 術前外来看護師の役割に対する看護師と麻酔科

医師の認識の違い 

2022/8/22 

2021-024 淡海ふれあい

病院 ２Ｄ病

棟 

亀岡 恵子 地域包括病棟におけるプライマリーナースの退

院支援に関する情報収集の実態 

2022/9/1 

 

 

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 

2022-0032 臨床工学部 廣畑 直実 シャント管理の見直しをしての業務改善と問題点 2022/7/20 

2022-0033 糖尿病内分泌内科 中村 亮太 
高カルシウム血症を呈した異所性 PTH産生胃がんの

1例 
2022/7/20 



   

2022-0034 糖尿病内分泌内科 木村 碧衣 自己免疫性膵炎の発症に伴う高血糖がステロイド治

療に伴い改善した一例 

2022/7/20 

2022-0035 先進医療センター 島津 章 クッシング症候群 3 例におけるオシロドロスタット

の有用性の検討 

2022/7/21 

2022-0036 産婦人科 十河 進仁 子宮平滑筋より発生し、右内腸骨静脈に進展した静

脈内平滑筋腫症を切除した一例 

2022/7/28 

2022-0037 薬剤部 大橋 泰裕 「心不全フォローアップシート」を用いた薬薬連携

の構築 

2022/8/18 

2022-0038 先進医療センター 島津 章 教育講演「間脳下垂体疾患：診療の進歩」 2022/8/15 

2022-0039 消化器外科 安 炳九 臨床経過から食道癌肉腫が疑われた頸部巨大食道腫

瘍に対し、集学的治療にて治療し得た 1例 

2022/8/19 

2022-0040 先進医療センター 島津 章 Long-term efficacy and safety of osilodrostat 

in patients with Cushing7s disease:LINC-3 

extension study 

2022/9/12 

2022-0041 臨床工学部 廣畑 直実 内視鏡手術システムにおける保守管理業務への関わ

り 

2022/9/5 

2022-0042 臨床工学部 廣畑 直実 2社の第一種高気圧酸素治療装置を使用して 2022/8/26 

2022-0043 産婦人科 卜部 優子 子宮鏡下手術により切除したポリープ状異型腺筋腫

の 5症例 

2022/8/31 

2022-0044 周産期センター 藤城 直宣 既往帝王切開症例に対する TLHに関する検討 2022/9/5 

2022-0045 消化器内科 島本 和巳 炭酸水を利用したスカイブルー法 2022/9/5 

2022-0046 消化器外科 今神 透 悪性腹膜中皮腫に対する手術と化学療法による集学

的治療の重要性 

2022/9/5 

2022-0047 消化器内科 伴 宏充 経皮的ドレナージが奏功した感染性海綿状リンパ管

腫の一例 

2022/9/5 

                               

 

 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

2022-03 

糖尿病内分泌内科 
古家 大祐 2型糖尿病合併慢性腎臓病の検査・診断と治療を考察する 

 

以上 


