
   

倫理委員会（2022年度 第 2回） 議事概要 

【日時】 2022年 7月 25日（月） 

【審査方法】Comedixによるメール審議 

【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  

○ ○ ○ ○ ○ ×（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 

事務局：陶山、荒谷、北川 

 

 

【報告事項】 ＜5/10～7/11 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 

2022-005 南草津健診

センター 

前田 清澄 低線量 CTによる肺がん検診の精度および死亡率

減少効果評価のための個人単位ランダム化比較

試験 

2022/5/24 

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（SPIRAL-

BRAIN) 

2022/6/15 

2022-007 診療情報管

理課 

福山 歩美 がん診療均てん化のための臨床情報データベー

ス構築と活用に関する研究 

2022/6/30 

 

 

2、 変更申請: 8件 

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2019-027 歯科口腔外

科 

西村 一行 歯周病による口腔内の最近環境悪化と全身状態

の変化を繋ぐ分子機構の解明に関する研究 

2022/5/16 

2021-010 呼吸器疾患 神田 響 進展型小細胞肺癌に対する化学療法＋デュルバ 2022/7/11 



   

センター 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） 

2021-010 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） 

2022/7/11 

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） 

2022/7/11 

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

Ｌ） 

2022/7/11 

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) 

2022/7/6 

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

Ｌ） 

2022/7/11 

2019-027 歯科口腔外

科 

西村 一行 歯周病による口腔内の最近環境悪化と全身状

態の変化を繋ぐ分子機構の解明に関する研究 

2022/6/17 

 

 

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 

2021-05 糖尿病内分泌

内科 

東 長佳 抗ラブフィリン３A 抗体 2022/5/9 

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～ 

2022/6/22 

 

 



   

 

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 

2022-0010 糖尿病内分泌内科 中村 亮太 
肉芽腫性乳腺炎と結節性紅斑を合併したプロラクチ

ノーマの 1例 
2022/5/18 

2022-0011 先進医療センター 島津 章 

1.Osilodrostat id effective and well-tolerated 

in Asian and non-Asian patients with Cushing's 

disease:Results from LINC 3(Phase III study). 

2.Improvements in hypertension and diabetes 

mellitus with osilodrostat in Cushing's 

disease patients:Exploratory analyses from the 

Phase III LINC3 study. 

2022/5/25 

2022-0012 臨床工学部 廣畑 直実 遠隔モニタリングにて電磁波干渉に早期介入できた

1症例 

2022/5/24 

2022-0013 呼吸器内科 石﨑 直子 局所麻酔下胸腔鏡検査にて診断し得た卵巣・卵管・

腹膜由来高異型度漿液性癌の 1例 

2022/5/24 

2022-0014 リハビリテーショ

ン部 

東 祐樹 劇症型心筋炎を発症した若年女性に対し多職種協同

で早期離床し抜管に至った症例 

2022/6/4 

2022-0015 腎臓内科 北村 謙 透析導入後の骨格筋量変化とその関連因子について 2022/6/78 

2022-0016 リハビリテーショ

ン部 

大八木 聡 当院回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中

患者に対する HAL治療効果の検討 

2022/6/13 

2022-0017 産婦人科 鳥井 裕子 LM後の癒着とその防止方法に対する検討 2022/6/13 

2022-0018 産婦人科 卜部 諭 高度癒着症例の TLH 2022/6/17 

2022-0019 呼吸器内科 石﨑 直子 非小細胞肺癌に対してペムブロリズマブ長期投与中

に急性間質性腎炎をきたした 1例 

2022/6/24 

2022-0020 医療安全センター 松田 昌子 当院の肝炎ウイルス検査陽性患者拾い上げの取り組

み 

2022/6/24 

2022-0021 消化器内科 西野 恭平 A case of biliary bleeding due to a pancreatic  

pseudocyst hemorrhage after placement of a 

biliary metal stent 

2022/6/28 

2022-0022 看護局 伊波 早苗 コマンドセンターを活用した病床稼働最大化の取り

組み 

2022/6/28 

2022-0023 看護局 伊波 早苗 入院から退院までのケアプロセスの改善を推進する

臨床リーダー導入に向けた取り組み 

2022/6/29 

2022-0024 看護局 伊波 早苗 診察前問診・検査説明センター設置と待ち時間短縮

による外来業務改革 

2022/6/28 

2022-0025 看護局 伊波 早苗 一般急性期病棟における業務改善がもたらした看護 2022/7/6 



   

スタッフの行動変容 

2022-0026 看護局 伊波 早苗 回復期リハビリテーション病棟における院内デイの

マネジメントの実際 

2022/6/28 

2022-0027 看護局 伊波 早苗 回復期リハビリテーション病棟での退院支援の進捗

を可視化する家族面談進捗表の導入 

2022/6/28 

2022-0028 看護局 伊波 早苗 急性期病院における在院日数短縮に向けた退院支援

パス作成の試み 

2022/7/6 

2022-0029 消化器外科 今神 透 膵管内乳頭粘液性腫瘍に由来する腹膜偽粘液腫の 3

例 

2022/7/8 

2022-0030 先進医療センター 島津 章 Advanced proliferative diabetic retionopathy 

and macular edema in acromegaly:a case report 

and literature review 

2022/7/6 

2022-0031 リハビリテーショ

ン部 

里内 祐弥 自己免疫性脊髄炎に対してロボットスーツ HAL を使

用し歩行自立に至った一例 

2022/7/7 

                               

 

 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

2022-02 

 

糖尿病内分泌内科 山本有香子 

Effects of a new 75g glucose- and high fat-containing cookie 

meal test on postprandial glucose and triglyceride 

excursions in morbidly obese patients 

 

以上 


