
2017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： 2017年6月27日（火） 18：00 ～18:58 

場 所： 聖路加国際病院 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、真部 淳、角田 博子、田村 友秀、島袋 林秀、田村 富美子、紺井 理和、前田 邦枝、 

包國 幸代、河野 友昭、片岡 弥恵子、八重 ゆかり、鶴若 麻理、小泉 珠江、大野 達司、墨岡 亮、 

赤堀 勇、佐藤 恒  

欠席委員：松下 一仁、林 直輝、中島 千春、仲野 真由美 

（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） 、司会：委員長 森 愼一郎 
① 審査番号17-R032 長谷川 大輔  （小児科 医師） 

「小児骨髄異形成症候群の前方視的研究」 
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】  条件付き承認 

 

 

② 審査番号17-R033 平林 真介 （小児科 医師） 

「ミトコンドリア病患者の培養線維芽細胞を用いた治療薬開発」 

研究責任者（平林医師）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 

 

 

③ 審査番号17-R034 平林 真介 （小児科 医師） 

「Nager症候群、Rodriguez症候群における SF３B4遺伝子の解析」 

研究責任者（平林医師）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．審議事項：重篤な有害事象について、司会：委員長 森 愼一郎 

① 審査番号13-R173：大越 貴志子（眼科 医師） 

「糖尿病黄斑浮腫患者を対象としたラニビズマブ単独療法及びラニビズマブ/網膜光凝固併用療法の検討」 

 

事務局より、重篤な有害事象の報告の概要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．審議事項：変更申請について、司会：委員長 森 愼一郎 

① 審査番号12-R189：浦山 ケビン （臨床疫学センター 医師） 

「生殖細胞系DNAを用いた小児急性リンパ性白血病疫学研究」 
 
 
 



事務局より、計画変更の概要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。 

 

 

4．審議事項：継続審査について、司会：委員長 森 愼一郎 

① 審査番号09-154：三井 理瑛 （予防医療センター 医師） 

「日本人における糖尿病および糖尿病合併症の発症・進展要因に関する調査研究」 

 

② 審査番号11-R080：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【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」 

 

③ 審査番号12-R037：細谷 要介 （小児科 医師） 

「【LCH-12】 小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床研究」 

 

④ 審査番号12-R047：山内 英子 （乳腺外科 医師） 

「乳癌患者における化学療法誘発性認知機能障害の網羅的評価」 
 

⑤ 審査番号12-R127：深津 裕美 （乳腺外科 医師） 

 「妊娠期乳癌の治療と患者及び児の予後」 
 
⑥ 審査番号12-R145：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【ALL-B12】小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第 11相および第 111相臨床試験」 
 
⑦ 審査番号12-R192：草川 功 （小児科 医師） 

「体動計（アクチグラフ）による早産児の多動性および睡眠発達調査」 

 

⑧ 審査番号13-R028：三橋 弘嗣 （循環器内科 医師） 

「ｽﾀﾁﾝによる経ｶﾃｰﾃﾙ大動脈弁置換術に与える影響についての研究」 

 

⑨ 審査番号13-R064：福田 勝之 （消化器科 医師） 

「【ExCyT試験】潰瘍性大腸炎における cytokine profileと病型についての探索」 

 

⑩ 審査番号13-R072：新沼 廣幸 （循環器内科 医師） 

「【TIGRIS】心筋梗塞後安定型冠動脈疾患患者における長期リスク、臨床管理及び医療資源の利用に関する研究」 

 

⑪ 審査番号13-Ｒ098：古川 恵一 （感染症科 医師） 

「我が国における国内未承認薬を用いた熱帯病・寄生虫病の最適な治療法の研究(多施設共同研究)」 

 

⑫ 審査番号13-R115：福田 勝之 （消化器科 医師） 

「活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口 5-ASA製剤治療に関する実態調査」 

 

⑬ 審査番号13-R173：大越 貴志子 （眼科 医師） 

「糖尿病黄斑浮腫患者を対象としたラニビズマブ単独療法及びラニビズマブ/網膜光凝固併用療法の検討」 

 

⑭ 審査番号13-R174：三橋 弘嗣 （循環器内科 医師） 

「積極的尿酸低下療法による左室肥大に与える影響についての研究」 

 

⑮ 審査番号13-R175：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「個別化医療を目的とした血液・腫瘍・免疫異常疾患の検体保存と研究利用」 

 



⑯ 審査番号14-R011：服部 一紀 （泌尿器科 医師） 

「腎癌患者を対象とした da Vinciサージカルシステム（DVSS)によるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の有効性

および安全性に関する多施設共同非盲検単群臨床試験」 

 

⑰ 審査番号14-R012：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【AML-12】小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法についてランダム

化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同シームレス第 II-III相臨床試

験」 

 

⑱ 審査番号14-R026：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【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」 

 

⑲ 審査番号14-R039：真部 淳 （小児科 医師） 

「【IntReALL】 第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第 III相国際共同臨床研究」 

 

⑳ 審査番号14-R095：松尾 貴公 （内科専門 研修医 (感染症) 医師） 

「結石性腎盂腎炎のドレナージまでの時間と臨床的予後の検討」 

 

㉑ 審査番号14-R097：福田 勝之（消化器内科 医師） 

「炎症性腸疾患患者に対する栄養指導の効果の検証」 

 

㉒ 審査番号14-R098：福田 勝之 （消化器内科 医師） 

「肝硬変患者に対する栄養指導の効果の検証」 

 

㉓ 審査番号14-R110：田島 諒子 （他院） 

「食品・栄養素摂取量と人間ドック検査結果の関連の研究」 

 

㉔ 審査番号14-R119：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「【ALL-P-13】小児急性前骨髄救性白血病に対する多施設共同第 11相臨床試験」 

 

㉕ 審査番号14-R124：濱田 珠美 （他施設 教授） 

「進行非小細胞肺がん患者への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開発」 

 

㉖ 審査番号14-R131：宮坂 勝之 （周麻酔期看護学 教授） 

「CTを用いた声門-輪状甲状間膜距離、輪状甲状間膜-気管後壁距離の測定と評価」 

 

㉗ 審査番号14-R153：水野 篤 （循環器内科 医師） 

「【J-CONFIRM Registry】冠血流予備比（FFR）にて冠動脈インターベンションを見送った症例の長期予後：日本多

施設レジストリー」 

 

㉘ 審査番号14-R162：須田 万勢 （ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病科 医師） 

「関節リウマチ患者における隔日ステロイドの安全性と有効性」 

 

㉙ 審査番号15-R005：真部 淳 （小児科 医師） 

「再発ALL臨床検体バイオバンク化に関する研究」 

 

㉚ 審査番号15-R017：小林 大輔 （一般内科 医師） 

「帯状疱疹発症患者における、悪性新生物発症率の検討」 

 



㉛ 審査番号15-R057：水野 篤 （循環器内科 医師） 

「冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期FFRの診断に関する研究 DIagnostic Accuracy of diaStolic 

fracTional flow reserve for functiOnal evaLuation of coronary stEnosis」 

 

㉜ 審査番号15-R066：草川 功 （小児科 医師） 

「体動計（アクチグラフ）・脳波計による早産児の多動性および睡眠発達調査」 

 

㉝ 審査番号15-R068岡藤 浩平 （呼吸器内科 医師） 

「包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究」 

 

㉞ 審査番号15-R073：小松 康宏 （腎臓内科 医師） 

「保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究 ‐ダルベポエチン アルファ製剤低反応に関する検討‐ 

oBservational clinical Research In chronic kidney disease patients with renal anemia : renal proGnosis in patients with 

Hyporesponsive anemia To Erythropoiesis stimulating agents, darbepoetiN alfa」 

 

㉟ 審査番号15-R091：椎名 由美 （循環器内科 医師） 

「【TRANSIT】ファロー四徴症修復手術後の成人における大動脈基部拡大と弾性低下に関する前向きコホート研究 

Prospective cohort research for aortic root dilatation and non-elasticity after surgical repair in adults with Tetralogy of 

Fallot」 

 

㊱ 審査番号15-R096：細谷 要介 （小児科 医師） 

「小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET検査による初期治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第

II相試験」 

 

㊲ 審査番号15-R107：林 督人 （麻酔科 医師） 

「45歳以上の帝王切開の麻酔の検討」 

 

㊳ 審査番号15-R116：真部 淳 （小児科 医師） 

「「小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第 II相および第 III相臨床試験 JPLSG ALL-B12」

付随研究 急性リンパ性白血病の日本人小児における NUDT15遺伝子多型とチオプリン薬物感受性に関する薬

理学的および分子生物学的検討」 

 

㊴ 審査番号16-R003：大武 優希 （一般内科 医師） 

「大腸憩室症は大腸癌の発症に寄与するのか」 

  

㊵ 審査番号16-R031：林 督人（麻酔科 医師） 

「超高齢者（100歳以上）の 8症例の麻酔の検討」 

 

㊶ 審査番号16-R042：細谷 要介 （小児科 医師） 

「小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学療法の安全性と有効性の評価を目的とした

多施設共同臨床試験 B-NHL-14」 

 

㊷ 審査番号16-R046：山内 英子 （乳腺外科 医師） 

「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」 

 

㊸ 審査番号16-R048：椎名 由美 （循環器内科 医師） 

「成人先天性心疾患におけるサルコペニア（骨格筋量・筋力低下）と肥満の原因と対策」 

 

㊹ 審査番号16-R054：小澤 美和 （小児科 医師） 

「思春期・若年世代のがん医療の包括的実態調査」 



㊺ 審査番号16-R063：須田 万勢 （ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病科 医師） 

「The Effect of Quality Indicator Monitoring for Glucocorticoid–Induced Osteoporosis and Trends in Drug Treatment 

in a Japanese Hospital」 

 

㊻ 審査番号16-R072：小澤 美和 （小児科 医師） 

「「長期療養が必要な子どものきょうだいを対象とした教育的遊びプログラムの実施 」 に関する研究」 

 

㊼ 審査番号16-R075：平家 勇司 （免疫細胞・治療科 医師） 

「オプジーボ投与患者における自覚症状変化とQOL追跡調査」 

 

㊽ 審査番号16-R076：平家 勇司 （免疫細胞・治療科 医師） 

「T細胞抑制性分子標的薬の同定とその抑制解除方法の探索」 

 

㊾ 審査番号16-R090：蟹江 崇芳 （循環器内科 医師） 

「生体インピーダンス解析(Bioelectrical Impedance Analysis)による体液分布の違いを考慮した心不全再入院イベン

トの予測」 

 

㊿ 審査番号16-R112：稲葉 裕也 （薬剤部 薬剤師） 

「透析患者のおけるホスカルネットナトリウム水和物の安全性の検討」 

 

○51  審査番号16-R117：松尾 貴公 （感染症科 医師） 

「初期研修医の入職後の健康状況の推移に関する検討」 

 

○52  審査番号16-R121：山﨑 里美 （薬剤部 薬剤師） 

「周術期薬剤師が果たすリスクマネジメントに関する研究」 

 

○53  審査番号16-R123：林 章敏 （緩和ケア 医師） 

「緩和ケア病棟における医療の実態を明らかにする多施設共同研究」 

 

○54  審査番号16-R124：小松 康宏 （腎臓内科 医師） 

「日本CKDコホート研究終了後の継続予後調査に関する研究 －慢性腎臓病患者を対象とした観察研究－」 

 

○55  審査番号16-R125：山内 英子 （乳腺外科 医師） 

「NGS技術を駆使した遺伝学的解析による家族性乳がんの原因遺伝子同定と標準化医療構築」 

 

○56  審査番号16-R128：長谷川 大輔 （小児科 医師） 

「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」 

 

○57  審査番号16-R135：脇田 真希 （循環器内科 医師） 

「たこつぼ型心筋症の特徴の国際比較研究」 

 

○58  審査番号16-R136：吉田 敦 （乳腺外科 医師） 

「Stage I~IIIA 乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究」 

 

○59  審査番号16-R147：栗原 泰之 （放射線科 医師） 

「びまん性肺疾患評価コンピュータ支援システムの有効性に関する多施設共同研究」 

 

○60  審査番号16-R148：石川 祐也 （呼吸器外科 医師） 

「原発性肺癌の周術期画像検査を用いた臨床病理学的な検討」 



○61  審査番号16-R168：中村 健二 （消化器内科 医師） 

「全身性強皮症に合併する胃食道逆流症の実態調査」 

 

○62  審査番号16-R177：大嶋 慎一郎 （教育研修部 医師） 

「血液悪性疾患または造血幹細胞移植における侵襲性アスペルギルス症高リスク患者への新規抗真菌薬を使った

Diagnostic Driven Primary Therapyの有効性に関する多施設研究」 

    

○63  審査番号16-R179：松尾 貴公（感染症内科 医師） 

「中心静脈カテーテル挿入患者の血液培養陽性報告後のカテーテル抜去と再挿入までの時間と再発例の臨床的

検討」 

 

事務局より、実施状況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。 

 

 

5. 報告事項：新規申請の承認 

迅速審査及び書類審査該当の新規申請研究について、下記の通り報告された。 

整理 
番号 

研究課題名 所属 職種 研究責任者 

16-Ｒ178   せん妄重症化予防を目標としたケアプログラムの効果の検証 看護部 看護師 奥野 史子   

16-R188 

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 

17-R016 Early Senseベッドセンサーシステムの観察研究 麻酔科 医師 長坂 安子 

17-R003 
乳癌温存術後放射線治療に伴う放射線皮膚障害に対する保湿剤

塗布によるQOL改善についての研究  

放射線 

腫瘍科 
医師 福島 祥子 

17-R008 音声分析を用いて健康指標を予測する手法の探索 呼吸器外科 医師 小島 史嗣 

17-R015  

カテーテルアブレーションを施術した非弁膜症性心房細動症例の 

抗凝固療法の実態とその予後に関する観察研究 ～RYOUMA 

Registry～ Real world ablation therapY with anti-cOagUlants in 

Management of Atrial fibrillation  

循環器内科 医師 會田 敏  

17-R017 A病院における出生前訪問普及のための課題と対策に関する検討 小児科 看護師 長島 弥生 

17-R019 当院におけるシャントトラブルスコアリングの有用性の検討  臨床工学科 
臨床工

学技士 
塚田 加奈子 

17-R020 
血液透析患者の総胆管結石治療における EST（内視鏡的乳頭切開

術）後出血の検討  
消化器内科 医師 中村 健二  

17-R021 心不全治療における抗凝固薬の有用性 一般内科 医師 小林 大輝 

17-R022 血糖コントロールと症病発症に関する検討 一般内科 医師 小林 大輝 

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 齋藤 昌愛 



17-R024 葉状腫瘍の臨床病理学的検討 乳腺外科 医師 和田 朝香 

17-R025 気候因子と症病発症に関連についての検討 一般内科 医師 小林 大輝 

17-R026 
関節リウマチへのアバタセプトを投与時のメチルプレドニゾロンの

併用 

アレルギー

膠原病科 
医師 澤田 治紀 

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 

17-R028 
エストロゲン受容体陽性HER2陽性乳がんにおけるプロゲステロン

受容体発現の意義 
乳腺外科 医師 林 直輝 

17-R029 
原発乳癌サブタイプによる術前及び術後化学療法の予後的意義の

検討 
乳腺外科 医師 林 直輝 

17-R030 
術前化学療法後完全消失症例の乳房非手術を目指した完全消失

判定精度の向上 
乳腺外科 医師 林 直輝 

17-R031 
悪性リンパ腫における可溶性 IL-2受容体の治療後数値変異と予後

との関連性について 
血液内科 医師 清水 皓己 

17-R035 
開胸手術と胸腔鏡下手術における、肺切除後の 3D-CT下肺容積

変化と肺機能変化の比較検討  
呼吸器科 医師 吉安 展将 

 

 

6．報告事項：既承認研究の軽微な変更、実施状況報告 

既に承認されている研究の審査について、下記の通り報告された。 

審議 
事項 

整理 
番号 

研究課題名 所属 職種 
研究 
責任者 

変更

申請 
12-R127 妊娠期乳癌の治療と患者及び児の予後 乳腺外科 医師 深津 裕美 

変更

申請 
13-R098 

我が国における国内未承認薬を用いた熱帯病・寄生虫病

の最適な治療法の研究(多施設共同研究) 
感染症科 医師 古川 恵一 

変更

申請 
13-R155 

【 JAMP 研 究 】  Japan Ambulatory Blood Pressure 

Prospective Study 研究 日本人における自由行動下血圧

追跡研究 

循環器内科 医師 水野 篤 

変更

申請 
13-R162 

微小肺病変に対するバーチャル気管支鏡ナビゲーション

を利用した術前気管支鏡下マーキング 
呼吸器内科 医師 北村 淳史 

変更

申請 
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 

変更

申請 
14-R058 足趾屈曲力への介入による高齢者の転倒予防  整形外科 医師 天羽 健太郎 

変更

申請 
14-R093 

関節リウマチ患者におけるサルファサラゾピリンの抗菌薬

活性の臨床的な意義について  

アレルギー

膠原病科 
医師 閔 治先 

変更

申請 
14-R099 乾癬患者と生活習慣病 ～栄養指導の有効性について～  皮膚科 医師 善家 由香理 

変更

申請 
14-R104 

抗がん剤投与時の医療用ウィッグの使用と頭皮生理機能・

QOLの関係 
他施設 医師 玉井 奈緒 

変更

申請 
14-R110 食品・栄養素摂取量と人間ドック検査結果の関連の研究  他施設 - 田島 諒子 

変更

申請 
14-R144 薬剤師の周術期麻酔科外来介入効果  薬剤部 薬剤師 大森 崇行 



変更

申請 
14-R162 

関節リウマチ患者における隔日ステロイドの安全性と有効

性  

アレルギー

膠原病科 
医師 須田 万勢  

変更

申請 
15-R067 

小児血液腫瘍発生に関わる環境および遺伝要因の疫学研

究  

臨床疫学 

センター 
教授 髙橋 理 

変更

申請 
16-R063 

The Effect of Quality Indicator Monitoring for 

Glucocorticoid–Induced Osteoporosis and Trends in Drug 

Treatment in a Japanese Hospital 

アレルギー 

膠原病科 
医師 須田 万勢  

変更

申請 
16-R112 

透析患者におけるホスカルネットナトリウム水和物の安全

性の検討 
薬剤部 薬剤師 稲葉 裕也 

変更

申請 
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  
他施設 - 清水 陽一 

変更

申請 
16-R154   

ヒト免疫系の機能ゲノム学による統合的理解とこれを用い

た免疫疾患の発症予防のためのインターベンション戦 略

の構築  

アレルギー 

膠原病科 
医師 柳岡 治先  

変更

申請 
16-R167 人間ドックにおけるやせ型女性の疫学調査 心療内科 医師 山田 宇以 

変更

申請 
17-R017 

A 病院における出生前訪問普及のための課題と対策に関

する検討 
小児科 看護師 長島 弥生 

終了

報告 
10-R128 Core320  循環器内科 医師 新沼 廣行 

終了

報告 
11-R193 

【PREDICT】ダルベポエチンアルファによる非糖尿病性慢

性腎疾患患者の透析導入延長効果に関する検討  
腎臓内科 医師 小松 康宏 

終了

報告 
12-R096 

【AQUA trial】2型糖尿病患者での定量的全身動脈硬化症

の早期検出および治療法の確立  
循環器内科 医師 新沼 廣行 

終了

報告 
12-R158 抗CCP抗体による関節リウマチスクリーニング研究  

アレルギー 

膠原病科 
医師 岡田 正人 

終了

報告 
13-R036 

 【ALL-B12付随】 急性リンパ性白血病の日本人小児にお

けるチオプリン等の薬物代謝に関する薬理学的および分

子生物学的検討  

小児科 医師 長谷川 大輔 

終了

報告 
13-R071 血液・悪性肉腫性疾患に対するHLA半合致血縁者間移植  小児科 医師 長谷川 大輔 

終了

報告 
14-R006 

女性がん患者のがん治療に伴う外見変化に対するソーシ

ャル・ビューティ・ケア“Beauty Ring” の効果に関する研究 
他施設 教授 池田 真理  

終了

報告 
14-R015 

小児難治性急性リンパ性白血病に対するボルテゾミブ併

用化学療法の安全性評価のための探索的臨床試験  
小児科 医師 真部 淳 

終了

報告 
14-R030 

慢性腎臓病患者に対する尿酸性化能評価としての尿浸透

圧ギャップ（UOG）の有用性に関する研究  
腎臓内科 医師 小松 康宏 

終了

報告 
14-R035 

日本版「CKD 診療ガイドライン 2013」における CKD ステ

ージ・リスク分類の妥当性の検証  
腎臓内科 医師 小松 康宏 

終了

報告 
14-R063 遺伝子解析による潰瘍性大腸炎患者の腸内細菌叢の解析  消化器内科 医師 福田 勝之  

終了

報告 
14-R102 

直腸炎型潰瘍性大腸炎の再燃での緩解導入・緩解維持治

療に関する検討 
消化器内科 医師 福田 勝之  

終了

報告 
14-R141 

外来がん化学療法におけるリスク軽減と患者 QOL の向上

を目的とした患者支援に対する有効性評価   
薬剤部 薬剤師 二階堂 恵子 

終了

報告 
14-R142 過去10年における感染性心内膜炎患者の特徴の変化  一般内科 医師 小林 大輝 

終了

報告 
14-R152 先天性心疾患患者に対する栄養調査（調査研究） 栄養科 

管理 

栄養士 
松元 紀子 



終了

報告 
14-R161 

外来がん化学療法におけるリスク軽減と患者 QOL の向上

を目的とした患者支援に対する有効性評価  
薬剤部 薬剤師 二階堂 恵子 

終了

報告 
15-R014 

術前化学療法後 MRI 上完全奏効例における乳癌受容体

発現別の病理組織学的効果判定  
乳腺外科 医師 南村 真紀 

終了

報告 
15-R034 

日本における関節リウマチ患者の現状と問題点を全国的

に継続的に明らかにするための共同臨床研究  

アレルギー 

膠原病科 
医師  岸本 暢将 

終了

報告 
15-R076 

退院時の服用薬剤数による、90 日以内の再入院率、死亡

率、骨折率、心血管イベント発生率、急性腎障害発生率の

比較  

教育研修部 医師 富田 詩織 

終了

報告 
15-R088 進行がん患者とCKDの関係  腫瘍内科 医師 石井 太祐  

終了

報告 
15-R111 乳がん術後のホルモン療法患者への減量指導効果  栄養科 

管理 

栄養士 
松元 紀子 

終了

報告 
15-R126 飲酒と心血管疾患・悪性新生物の発生率の関連性の検討  

アレルギー 

膠原病科 
医師 澤田 治紀  

終了

報告 
16-R012 

ダウン症候群に発症した急性骨髄性白血病の臨床研究非

登録例についての後方視的観察研究  
小児科 医師 長谷川 大輔 

終了

報告 
16-R036 

シフト引継ぎ時の看護師間の申し送り短縮・廃止に関する

取り組みの拡大  
看護部 看護師 髙井 今日子 

終了

報告 
16-R157 

抗がん剤投与中の男性患者を対象としたトイレの利用に関

するアンケート調査  
薬剤部 薬剤師 景 秀典 

終了

報告 
16-J003 

レニン・アンジオテンシン系阻害薬処方後のフォロー間隔

と高カリウム血症の関連  
教育研修部 医師 斎藤 優樹  

 

 

7．その他審議・連絡 

① 委員長より、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。 

 

② 事務局より、臨床研究の質の担保に必要な倫理教育 -臨床研究法案成立- について説明があった。  

 

 

8．次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2017年7月25日 １8：00～ （2号館2階 メディアルーム）にて開催。 

 


