
2019年度 聖路加国際病院 研究倫理審査委員会 議事録要旨 

 

日 時： 2019年5月28日（火） 18：00 ～19:02 

場 所： 聖路加国際大学 2号館2階 メディアルーム 

議 長： 森 愼一郎（委員長） 

出席委員： 森 愼一郎、島袋 林秀、角田 博子、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、紺井 理和、中島 千春、 

包國 幸代、横山 映理子、小松﨑 朗子、河野 友昭、八重 ゆかり、長瀬 彩子、大野 達司、墨岡 亮、 

赤堀 勇、佐藤 恒 

欠席委員：田村 友秀、前田 邦枝、片岡 弥恵子、鶴若 麻理、阿部 仁美 

（出席者 18人をもって、委員会の成立） 

 

1. 審議事項：新規申請（本審査）  
①整理番号19-R006  岩崎 任 （救急部 医師） 

「救急外来における禁煙情報提供の有効性の検証」 

研究責任者（岩崎医師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  条件付き承認 

 

 

②整理番号19-R027  長谷川 大輔 （小児科 医師） 
「【ALL-18】急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の意義と実行可能性を検証するための多施設共同
前向き観察研究」 

研究責任者（長谷川医師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  承認 

 
 
③整理番号19-R028  長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【AML-R15】小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究」 

研究責任者（長谷川医師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  承認 

 
 
④整理番号19-R025  上別府 圭子 （他施設 教授） 

「乳がんに罹患した女性の家族が経験する心理的変化とその関連要因に関する研究」 

分担研究者（大城氏）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  承認 

 
 

2．審議事項：その他の本審査 

委員長より、審議事項(添付資料参照)について説明が行われた。 
委員から異議はあがらず、審議参加者全員一致により、承認となった。 
 
 



3. 報告事項：新規申請の承認報告 

迅速審査及び書類審査該当の新規申請研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

4．報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他報告 

既に承認されている研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

5．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

① 今月の審議・報告課題に関し利益相反の申告がない旨、委員へ確認があった。申告のある委員はいなかった。 

 

 

    6. 事務局からの報告、連絡事項 

① 特定臨床研究 認定臨床研究審査委員会において下記4件の新規申請研究が承認となった旨の報告があった。 

1）2018004SP / 18-T028 真部 淳： 小児科 医師 

   【JCCG JPLT4:PHITT】小児肝癌に対する国際共同臨床試験 

 

2）C2018-013 / 19-T002 長谷川 大輔： 小児科 医師 

   【CML-17】初発時慢性期および移行期小児慢性骨髄性白血病を対象としたダサチニブとニロチニブの

非盲検ランダム化比較試験 

 

3）C2018-013 / 19-T003 長谷川 大輔： 小児科 医師 

   【MLL-17】MLL遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病に対するクロファラビン併用化学療法の有

効性と安全性の検討をする多施設共同第 II相試験お よび MLL遺伝子再構成陰性乳児急性リンパ性

白血病に対する探索的研究 

 

4）N20180001-3/ 19-T005 髙木 浩一： 消化器内科 医師 

    WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む⼀次治療に不応・不耐となった腹膜播種を有する切除

不能の進⾏・再発胃/⾷道胃接合部腺癌に対する weekly PTX＋ramucirumab療法と weekly nab-PTX

＋ramucirumab療法のランダム化第 II相試験（P-SELECT試験） 

 

② 誓約書の提出について連絡がされた。 

 

③ 委員会ファイルが配布され、配布書類に関して説明がされた。 

 

④ 倫理教育（委員コース）について連絡がされた。 

 

⑤ 2号館への入館方法について案内がされた。 

 

 

7.次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2019年6月25日 １8：00～ （2号館2階 メディアルーム）にて開催。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2019/5/28審査分）

本審査 19-R006 救急外来における禁煙情報提供の有効性の検証 救急部 医師 岩崎　任
本審査
（小島/
　包國）

条件付き
承認

本審査 19-R025
乳がんに罹患した女性の家族が経験する心理的変化とその関連要因
に関する研究

外部組織 外部申請者 上別府 圭子
本審査
（成本/
　横山）

承認

本審査 19-R027
【ALL-18】急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の意義と実
行可能性を検証するための多施設共同前向き観察研究

小児科 医師 長谷川 大輔
本審査
（小島/

　小松崎）
承認

本審査 19-R028 【AML-R15】小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究 小児科 医師 長谷川 大輔
本審査
（成本/
　中島）

承認

審査
区分

判定

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2019年　5月　28日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2019/5/28研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名



公開用

2.審議事項：その他の本審査（2019/5/28審査分）

継続 13-R101 早期乳癌に対する炭素イオン線による根治照射の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 乳腺外科　 医師 山内　英子 本審査 承認

継続 14-R026
【APBMT AAWG-01】重症および最重症再生不良性貧血患者に対する
ウサギ抗胸腺細胞グロブリン（サイモグロブリン）の前方視的ランダム化
用量比較多施設共同研究

小児科 医師 長谷川　大輔 本審査 承認

継続 15-R119
心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査橈骨動脈穿刺後のTRﾊﾞﾝﾄﾞによる止血ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙの確立
と安全性の実証、及び、苦痛緩和に対する有用性

看護部 看護師 市瀬　雄一 本審査 承認

継続 16-R168 全身性強皮症に合併する胃食道逆流症の実態調査（後方視的研究） 消化器内科 医師 中村　健二 本審査 承認

継続 16-R173
冠動脈バイパス術における内視鏡的大伏在静脈グラフト採取手技の技
能評価に関する多施設共同研究

心臓血管外科 医師 阿部　恒平 本審査 承認

継続 17-R006 心疾患患者におけるリスクの認知 循環器内科 医師 水野　篤 本審査 承認

継続 17-R038
烏口突起移行術を用いた肩関節制動手術における烏口突起癒合不全
症例の調査

整形外科 医師 田崎　篤 本審査 承認

継続 17-R056 熱中症即日登録調査2017 救急部 医師 大谷　典生 本審査 承認

継続 17-R072 急性期心疾患における緩和ケアの医療の質評価項目設定の研究 循環器内科 医師 水野　篤 本審査 承認

継続 17-R103
Clostridium difficile感染症の診断における遺伝子検査の有用性につい
て

感染症科 医師 古川　恵太郎 本審査 承認

継続 17-R104
周術期領域抗がん剤受け渡し手技の適切性評価と曝露対策への意識
変容

薬剤部 薬剤師 増渕　敬久 本審査 承認

継続 17-R151 症状クラスターリダクションライフサポートプログラム評価ー実用性試験 外部組織 外部申請者 濱田　珠美 本審査 承認

継続 17-R154
悪性胃十二指腸閉塞患者におけるWallFlex™　Duodenal　Soft stentの
臨床的有用性と安全性

消化器内科 医師 中村　健二 本審査 承認

審査
区分

判定

2019/5/28研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名



公開用

継続 17-R155
たこつぼ症候群の遠隔期の心機能と転帰を評価する多施設登録調査
研究

循環器内科 医師 望月　宏樹 本審査 承認

継続 17-R158
急医療施設に搬送となった除草剤中毒の臨床的・心理社会的特徴に関
する調査

救急部 医師 大谷　典生 本審査 承認

継続 17-R159
高齢者大腸憩室出血における内視鏡的止血術の有用性と安全性の検
討

消化器内科 医師 中村　健二 本審査 承認

継続 17-R187
成人先天性心疾患患者における直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）の
有効性に関する検討

循環器内科 医師 増田　慶太 本審査 承認

継続 18-J014 2型糖尿病患者の顕性腎症期以後の腎機能悪化リスク 教育研修部 医師 門多　のぞみ 本審査 承認

継続 18-R034 当院における非浸潤性乳管癌の予後に関する調査 乳腺外科 医師 関　晶南 本審査 承認

継続 18-R047
ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩配合点眼液からカルテオロール
塩酸塩/ラタノプロスト配合点眼液への切替効果

眼科 医師 添田　尚一 本審査 承認

継続 18-R050 アニサキスにおける危険因子の評価 一般内科 医師 山本　和輝 本審査 承認

継続 18-R058 不妊症患者におけるマイクロポリープ治療の有効性 女性総合診療部 医師 大垣　洋子 本審査 承認

継続 18-R060 アプレミラスト投与乾癬患者の有効例・無効例の特徴 皮膚科 医師 薄井　利大 本審査 承認

継続 18-R091
プラケニル服用中の CLE/SLE患者に対するICT（インフォメーション ア
ンド コミュニケーション テクノロジー）ツールによる治療適正化のための
患者支援プログラムのパイロット検証

アレルギー膠原病科 医師 山口　賢一 本審査 承認

継続 18-R097 混合調製業務への薬剤師の介入効果 薬剤部 薬剤師 大山　將治 本審査 承認

継続 18-R111 アナフィラキシーの重症化因子の検討 皮膚科 医師 中野　敏明 本審査 承認

継続 18-R127
膠原病罹患中の日本人患者における低容量トリメトプリムの血清クレア
チニンに対する影響

アレルギー膠原病科 医師 川人　瑠衣 本審査 承認

継続 18-R135 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法の診断率に及ぼす因子の検討 消化器内科 医師 中村　健二 本審査 承認



公開用

継続 18-R141
急性期治療中の心不全患者に対する理学療法の安全性および効果の
検討

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 理学療法士 岡村　大介 本審査 承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2019年　5月　28日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2019/3/26～2019/5/27審査分）

18-R190 圧縮センシングを用いた脳MRIの高速撮像法の至適条件の検討 放射線科 医師 榎園 美香子
書類
（森）

　条件付き承認
指摘事項が修正さ
れたので問題無

承認

19-R001 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 乳腺外科 医師 山内 英子
迅速

(島袋/
田村）

問題なし 承認

19-R003
術後のオンライン診療を目指した探索的研究
〜アプリケーションを利用した『療養記録』の共有〜

呼吸器外科 医師 小島 史嗣
迅速

（島袋/
中島）

問題なし 承認

18-R194①
長期鼡径部痛患者のsuperior cleft signと secondary cleft sign臨床的意
義

（他施設） 医師 仁賀 定雄
書類
(森）

問題なし 承認

18-R201 本邦 における ターナー女性の妊娠 ・分娩 の現状に関する研究 女性総合診療部 医師 山中 美智子
書類
(森）

問題なし 承認

18-R202
肝機能障害とその後の悪性腫瘍、慢性腎臓病、骨密度低下・骨折、うつ
病の発症の関連性

公衆衛生大学院 医師 小林 大輝
書類
(森）

問題なし 承認

18-R203
生活習慣とその後の悪性腫瘍、心血管イベント、慢性腎臓病、骨密度低
下・骨折、うつ病の発症の関連性

公衆衛生大学院 医師 小林 大輝
書類
(森）

問題なし 承認

18-R204
劇症型A群溶連菌感染症による妊産婦死亡低減に向けた早期医療介
入のための多施設共同・後方視的観察研究

女性総合診療部 医師 山中 美智子
書類
(森）

問題なし 承認

19-R002 ALSをもつ人と家族の意思決定の過程に寄り添う多職種アプローチ 看護部 看護師 畑 和枝
書類
(森）

問題なし 承認

19-R004 看護師の職務満足度が変化した要因 看護部 看護師 浅田 美和
書類
(森）

問題なし 承認

担当者意見 判定承認番号

2019/5/28研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属
審査
区分



公開用

19-R005
骨転移を有する乳癌患者の骨関連事象の発生頻度および整形外科的
治療介入の効果の検討

整形外科 医師 辻嶋 直樹
書類
(森）

問題なし 承認

19-R007 ロボット支援前立腺全摘術時のリンパ節郭清タイプによる術後機能 泌尿器科 医師 藤﨑 章子
書類
(森）

問題なし 承認

19-R009 妊娠糖尿病の予後予測因子についての研究 内分泌・代謝科 医師 林 聖子
書類
(森）

問題なし 承認

19-R010
タゾバクタム・ピペラシリン皮下投与と経静脈投与での効果・副作用の
比較

公衆衛生大学院 医師 小林 大輝
書類
(森）

問題なし 承認

19-R011
ダウン症候群に合併した環軸椎亜脱臼が背景にあり転倒後頚髄損傷を
きたし呼吸停止による心肺停止に至った一例

救急部 医師 川上 直樹
書類
(森）

問題なし 承認

19-R012 新しい敗血症診断基準（sepsis-3）による多施設登録研究 救急部 医師 一二三 亨
書類
(森）

問題なし 承認

19-R013 低カリウム血症患者におけるカリウム補正量に関する研究 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝
書類
(森）

問題なし 承認

19-R014
脂質異常症患者における過剰なLDL低値と心血管イベント、悪性腫瘍
発症に関する研究

公衆衛生大学院 医師 小林 大輝
書類
(森）

問題なし 承認

19-R015
肺結核による人工呼吸器離脱困難患者の離脱に向けた取り組み～
PICSに焦点をあてて～

看護部 看護師 佐藤 かおり
書類
(森）

問題なし 承認

19-R017
インフルエンザ迅速検査の早期実施による救急外来滞在時間短縮効果
の検討

救急部 医師 岩崎 任
書類
(森）

問題なし 承認

19-R018
関節リウマチ患者における経静脈的生物学的製剤投与前の安全性に
関する問診の効果に関する検討

看護部 看護師 芹澤 沙弥佳
書類
(森）

問題なし 承認

19-R019 抗がん薬環境汚染調査から評価した曝露対策の検討 薬剤部 薬剤師 高山 慎司
書類
(森）

問題なし 承認

19-R020 妊孕性温存治療後の妊娠・出産について 女性総合診療部 医師 秋谷 文
書類
(森）

問題なし 承認



公開用

19-R021
乳房手術省略の臨床試験対象者における乳房内再発ハイリスク群の同
定

乳腺外科 医師 林 直輝
書類
(森）

問題なし 承認

19-R022
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づく乳房
への放射線照射不要グループの同定を目指した多施設共同試験

乳腺外科 医師 山内 英子
書類
(森）

問題なし 承認

19-R023 乳がん検診で検出される乳房混合性腫瘤の転帰についての研究 放射線診断科
診療放射線

技師
河内 伸江

書類
(森）

問題なし 承認

19-R024
高齢の入院患者のせん妄寛解を目標とした複合的ケアに対する費用対
効果分析

公衆衛生大学院 教員 大出 幸子
書類
(森）

問題なし 承認

19-R026
原発性肺癌の新T因子分類における、3次元ＣＴ画像による低悪性度早
期肺腺癌判別の試み

呼吸器外科 医師 吉安 展将
書類
(森）

問題なし 承認

19-R029 テジゾリド長期投与時の安全性に関する調査 薬剤部 薬剤師 津田 泰正
書類
(森）

問題なし 承認

19-R031
食道癌根治的化学放射線療法後CRとなった症例におけるサルベージ
の適応判断と予後に関する後ろ向き調査

消化器・一般外科 医師 鈴木 研裕
書類
(森）

問題なし 承認

19-R032
大腿骨近位部骨折術後の早期離床達成が術後早期の歩行能力・ADL
自立度・在院日数に与える影響

リハビリテーション科 理学療法士 真下 翔太
書類
(森）

問題なし 承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2019年　5月　28日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

4.報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告（2019/3/26～2019/5/27審査分）

変更申請 10-075 炎症性乳癌患者データ、血液および組織登録 乳腺外科 医師 山内 英子
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 11-R006
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(MLL-10)

小児科 医師 細谷 要介
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 12-R127 妊娠期乳癌の治療と患者及び児の予後 腫瘍内科 医師 北野 敦子
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 15-R119
心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査橈骨動脈穿刺後のTRﾊﾞﾝﾄﾞによる止血ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙの確立
と安全性の実証、及び、苦痛緩和に対する有用性

看護部 看護師 市瀬 雄一
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 17-R027
自覚症状の有無とトリプルネガティブ乳癌の画像的・病理的特徴および
予後の関連性

乳腺外科 医師 村井 美知子
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 17-R096 ブレストセンター　バイオバンク 乳腺外科 医師 山内 英子
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 17-R104
周術期領域抗がん剤受け渡し手技の適切性評価と曝露対策への意識
変容

薬剤部 薬剤師 増渕 敬久
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-J003
院内帯状疱疹患者におけるヘルペス脳炎・髄膜炎の合併率と危険因子
の検討

皮膚科 医師 中野 敏明
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R010
間質性肺炎患者における急性期呼吸リハビリテーションの安全性と効
果に関する前向き研究

リハビリテーション科 理学療法士 高橋　佑太
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R022 ZTEシーケンスを用いた肩関節MRIにおける骨形態の詳細評価 放射線科 医師 野崎 太希
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R036
トシリズマブの巨細胞性動脈炎に対する実地臨床での使用の調査

アレルギー膠原病科 医師 田巻 弘道
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R045
IgA陽性白血球破砕性血管炎(Leukocytoclastic vasculitis: LCV)とIgA陰
性白血球破砕性血管炎の方を対象とした臨床組織学的相関に関する
後ろ向き研究

皮膚科 医師 中野 敏明
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R056 生物製剤投与乾癬患者の特徴 皮膚科 医師 中野 敏明
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R059 乳がん患者の体重推移と身体活動量および食事摂取量の実態調査 乳腺外科 医師 山内 英子
書類
（森）

問題なし 承認
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公開用

変更申請 18-R091
プラケニル服用中の CLE/SLE患者に対するICT（インフォメーション ア
ンド コミュニケーション テクノロジー）ツールによる治療適正化のための
患者支援プログラムのパイロット検証

アレルギー膠原病科 医師 山口 賢一
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R098
病院と保険薬局間での合意に基づく疑義照会適正化プロトコル実施に
おける効果

薬剤部 薬剤師 関根 美聡
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R111 アナフィラキシーの重症化因子の検討 皮膚科 医師 中野 敏明
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R138
成人急性胃腸炎患者における、二枚貝喫食歴とノロウイルスをはじめと
した病原体混合感染の実態調査

消化器内科 医師 山本 和輝
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R147 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科 医師 新井 達
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R148 ゲノム医療時代における遺伝性疾患のリスクの告知に関する調査
 外部組織 外部申請者 李 怡然
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R166 小児の事故の現状と対応策の検討 小児科 看護師 佐竹 留美子
書類
（森）

問題なし 承認

終了報告 11-R006
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(MLL-10)

小児科 医師 長谷川 大輔

終了報告 11-R039
若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu+Flu+L-PAM前処
置法による同種造血幹細胞移植第Ⅱ相臨床試験　JMML-11

小児科 医師 真部 淳

終了報告 11-R080
【ALL-RT11】　小児難治性T 細胞性急性リンパ性白血病に対するネララ
ビン、フルダラビン、エトポシドを用いた寛解導入療法第I/II 相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔

終了報告 14-R057
【GARFIELD】 心房細動新規診断男女患者を対象とした多施設共同国
際登録前向き試験

循環器内科 医師 西畑 庸介

終了報告 15-R093 化学療法による神経障害に対する神経保護薬の有効性の検討 腫瘍内科 医師 山内 照夫

終了報告 15-R142
健康日記調査データを使用した うつ病リスクと社会経済因子の関連性
の検討

公衆衛生大学院 教員 星野 絵里

終了報告 16-R046
NGST-Japan　クリニカルテスト
乳癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に
関する研究

乳腺外科 医師 山内 英子

終了報告 16-R113 がん患者の家族のメンタルヘルスに影響する因子の検討 心療内科 医師 金村　宙昌



公開用

終了報告 16-Ｒ120
終末期がん患者の家族介護者の精神的健康とレジリエンスの関係に関
する研究

外部組織 外部申請者 清水 陽一

終了報告 16-Ｒ128
【JNBSG-JN-H-15】　高リスク神経芽腫に対するICE療法を含む寛解導
入療法とBU+LPAMによる大量化学療法を用いた遅延局所療法 第II相
臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔

終了報告 16-R169
高齢乳癌患者における補助化学療法の有効性と安全性の検討：後ろ向
き研究

腫瘍内科 医師 矢崎 秀

終了報告 16-R186

【J-TASTE trial】
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象としたアジ
ルサルタンの左室拡張能改善効果の探索的検討 Japan working group
on The effects of ARBs Selection (Azilsartan vs. Candesartan) on
diastolic function in The patients suffering from heart failure with
preserved Ejection fraction:

循環器内科 医師 小宮山 伸之

終了報告 16-R187
手術支援ロボット（ダビンチXi）を用いた、ICG蛍光法による前立腺癌、膀
胱癌における骨盤内リンパ流の解析、骨盤リンパ節郭清ナビゲーション
およびセンチネルリンパ節探索法確立に関する臨床研究

泌尿器科 医師 新保　正貴

終了報告 17-J002 気管支鏡中の酸素飽和度低下と睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連 教育研修部 医師 徐　クララ

終了報告 17-R001

【LOHAS registry】
Low-Dose Tolvaptan in Decompensated Heart Failure Patients with
Severe Aortic Stenosis - 重症大動脈弁狭窄の心不全症例に対する低
用量トルバプタンの有用性の検討

循環器内科 医師 西畑 庸介

終了報告 17-R023 ハムストリング腱坐骨付着部不全剥離損傷の病態と予後 整形外科 医師 齊藤 昌愛

終了報告 17-R055 圧縮センシングを用いた関節MRIの高速撮像法の至適条件の検討 放射線科 医師 野崎 太希

終了報告 17-R057
手関節MR関節造影におけるMRシーケンス間の画質の差違と診断能の
評価

放射線科 医師 野崎 太希

終了報告 17-R067 入院患者総合満足度に影響を与える要因 公衆衛生大学院 修士 堀川　知香



公開用

終了報告 17-R115
院内帯状疱疹患者におけるヘルペス脳炎または髄膜炎合併率と危険
因子の検討

皮膚科 医師 樋口 奈那子

終了報告 17-R116
タキサン系抗がん剤含有レジメンによる味覚変化の特徴と、食欲・栄養
状態・QOLへの影響

外部組織 外部申請者 小松 浩子

終了報告 17-R123 「当院における高齢者乳癌診療の現状」 乳腺外科 医師 梶浦　由香

終了報告 17-R130
急性心筋梗塞3日間クリニカルパスの安全性、有効性に関する検証　―
既存の7日間パスとの比較－

循環器内科 医師 西畑 庸介

終了報告 17-R190
腋窩リンパ節転移1-3個を伴う乳房切除術施行原発乳癌症例における
局所再発及び予後とその関連因子の検討

乳腺外科 医師 林 直輝

終了報告 18-Ｊ002
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術における経皮的鏡視下腹壁神経ブロック
の有用性の検討

教育研修部 医師 小西 真紅子

終了報告 18-J005 Clostridium difficileと便色の関係 教育研修部 医師 杉本 裕史

終了報告 18-J012 日本人女性の乳房構成と乳癌罹患リスクの関連 教育研修部 医師 難波 俊文

終了報告 18-J018 人種による術後疼痛の違いの検討 教育研修部 医師 後藤　正博

終了報告 18-R017 HER2発現状況とトラスツズマブ　エムタンシンの効果に関する検討 腫瘍内科 医師 矢崎 秀

終了報告 18-R019 オメガ3脂肪酸とアレルギー性疾患及び感染症との関係の検討 公衆衛生大学院 修士 和氣　真由美

終了報告 18-R076
頭部病変を有する尋常性乾癬患者における各種外用療法に対する治
療実態調査

皮膚科 医師 新井 達

終了報告 18-R077
健康日記調査データを使用したヘルスリテラシーと身体活動の関連性
の検討

公衆衛生大学院 修士 山元 遥子

終了報告 18-R102
成人AMLに対するiv Busulfanを用いた骨髄非破壊的移植前治療による
同種造血幹細胞移植の治療成績

血液内科 医師 山下 卓也

終了報告 18-R107 循環器の経過にあわせた栄養管理ーＮＳＴ活動からみえてきたことー 看護部 看護師 渡辺 朋子

終了報告 18-R117
タモキシフェンクエン酸塩内服歴のある患者における子宮疾患について
の検討

女性総合診療部 医師 岩瀬　純



公開用

終了報告 18-R125
ロボット支援下前立腺全摘術におけるEnhanced Recovery After
Surgery:ＥＲＡＳ導入の有用性の検証

麻酔科 医師 藤田　信子

終了報告 19-R002 ALSをもつ人と家族の意思決定の過程に寄り添う多職種アプローチ 看護部 看護師 畑 和枝

中止 17-R042
乳癌患者における肺転移および他臓器転移形式とサブタイプの関連の
検討

呼吸器外科 医師 吉安　展将

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。
2019年　5月　28日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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