
   

倫理委員会（2022年度 第 4回） 議事概要 

【日時】 2022年 11月 15 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 須山① 黒田③ 三田村① 小野① 

○   ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

西田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：2022-05 

  新しい治療/検査の概要：虚血性視神経炎に対する高気圧酸素療法 

  申請者：眼科 水野 明里 

 

【報告事項】 ＜9/13～11/7 申請・報告分＞ 

臨床研究 迅速審査結果報告 

1、 新規申請： 1件    

整理番号 申請者の所属 申請者 研究課題名 承認日 

2022-011 頭頸部外科 藤井 太平 発想法教材を用いた看護教育の評価研究 

〜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〜 

2022/9/27 

 

 

2、 変更申請: 6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） 

2022/10/4 

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

2022/10/4 



   

加に関する安全性及び効果についての第Ⅱ相試

験（SPIRAL-SMALL） 

2021-011 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） 

2022/10/4 

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） 

2022/10/14 

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) 

2022/10/14 

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） 

2022/11/7 

 

 

3、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 

2022-0049 呼吸器外科 喜田 裕介 当院における女性気胸の手術症例の特徴 2022/9/29 

2022-0050 麻酔科 井本 眞帆 
COVID-19 肺炎罹患妊婦の全身麻酔下緊急

帝王切開術の麻酔経験 
2022/9/22 

2022-0051 麻酔科 井本 眞帆 分離肺換気中気管支起始部の損傷により

一時換気不能となったが後遺障害なく救

命しえた一症例 

2022/9/29 

2022-0052 専門看護実践室 城 亜希 （仮）Integration of Oncology and 

Palliative care 視点での緩和ケアチーム

介入報告 

2022/9/28 

2022-0053 消化器内科 伴 宏充 消化管の腫瘍性疾患を中心に最新の診

断・治療手技を供覧する 

2022/9/29 

2022-0054 呼吸器外科 林 一喜 原発性肺癌に対する肺葉切除後の横隔膜

運動が呼吸機能に与える影響について～X

線動態検査を用いた解析 

2022/10/4 

2022-0055 放射線科 野口 祐也 Angio 室での医療従事者被ばく 2022/10/5 

2022-0056 麻酔科 山﨑 康夫 麻酔科医の手術室内における新生児蘇生

（NCPR）への関わりについて 

2022/10/5 



   

2022-0057 麻酔科 山﨑 康夫 最重症四度のリンパ脈管筋腫症を有する

患者の麻酔経験 

2022/10/5 

2022—0058 麻酔科 山﨑 康夫 ロクロニウム禁忌の患者の今後の麻酔方

針の検討 

2022/10/5 

2022-0059 麻酔科 山﨑 康夫 超高齢者の超重症肺高血圧症（Pp/Ps＞

1）の大腿骨観血的骨接合術の麻酔経験 

2022/10/11 

2022-0060 消化器内科 西野 恭平 S 状結腸癌が直腸 ESD後潰瘍へ

implantation を来したと考えられた一例 

2022/10/14 

2022-0061 消化器外科 安 炳九 S 状結腸間膜窩ヘルニアによる絞扼性腸閉

塞に対し、腹腔鏡手術を施行した 1 例 

2022/10/14 

2022-0062 消化器外科 今神 透 悪性腹膜中皮腫に対する cytoreductive 

surgery 

2022/11/1 

2022-0063 消化器内科 西野 恭平 オートファジーによる小胞体ストレス誘

導性アポトーシスの制御を介した慢性腸

炎抑制機構の解明 

2022/10/25 

2022-0065 糖尿病内分泌内

科 

巌西 真規 2 型糖尿病患者における経口セマグルチド

の有用性の検討 

2022/11/1 

2022-0066 糖尿病内分泌内

科 

巌西 真規 2 型糖尿病患者におけるセマグルチド注射

薬の有用性の検討 

2022/11/1 

                               

 

 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

2022-04 

先進医療センタ

ー 
島津 章 

成人成長ホルモン分泌不全症 

-脳神経外科医のための診断と治療の実践ガイド- 

過去申請

2022-05 

頭頸部外科 
森谷 季吉 

Quantitative Evaluation of Prognosis and Esrimation of 

Progression of Thyroid Cancer(final abstract) 

過去申請

2022-06 

糖尿病内分泌内

科 
関根 理 

「気ままに一人で暮らしたい」と希望する独居困難な 2 型糖

尿病患者の支援 

 

以上 


