
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： 2020年3月24日（火） 18：00 ～19：00 

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 慎一郎、島袋 林秀、角田 博子、田村 友秀、小島 史嗣、成本 一隆、紺井 理和、中島 千春 

  包國 幸代、横山 映理子、小松崎 朗子、片岡 弥恵子、鶴若 麻理、高 友希子、墨岡 亮、佐藤 恒 

欠席委員：  長谷川 大輔、前田 邦枝、河野 友昭、八重 ゆかり、阿部 仁美、仲野 真由美、赤堀 勇 

（出席者 16人をもって、委員会の成立） 

 

1. 審議事項：新規申請（本審査）  

① 神前 亜未（看護部 看護師） 

 「受け持ち看護師への実習指導者の働きかけの構造」（19-R205） 

研究責任者（神前氏）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】  条件付き承認 

 

 

② 大竹 淳矢（医科学研究センター 研究員） 

 「聖路加国際大学バイオバンク 組織保存における事前検証」（19-R209） 

研究責任者（大竹氏）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】  条件付き承認 

 

 

③ 小野 林太郎（小児科 医師） 

 「ランゲルハンス細胞組織球症の治療後に骨髄異形成症候群を発症した症例における遺伝子変異に 
関する研究」（19-R208） 

研究責任者（神前氏）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】  条件付き承認 

 

 

④ 長谷川 大輔（小児 医師） 

「21 trisomyを除く症候群に合併した急性リンパ性白血病の全国調査 
（臨床的特徴の把握と、生殖細胞系列・体細胞系列遺伝子変異の検出）」（19-R207） 

研究責任者（神前氏）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】  条件付き承認 

 

 

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。 

 

 

3.1報告事項：継続申請の承認報告 

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。 

 

 

4．報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告 

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.報告事項：特定臨床研究 認定臨床研究審査委員会承認の報告 

特定臨床研究 認定臨床研究審査委員会において承認された研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

6．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

① 今月の審議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 2019年12月の研究倫理審査委員会議事録の内容について確認がされ、承認となった。 

 

 

7.事務局からの報告、連絡事項 

   特になし 

 

 

8.次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2020年4月28日 １8：00～ （大学本館 ４階 PCルーム）にて開催。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2020/3/24審査分）

本審査 19-R205 受け持ち看護師への実習指導者の働きかけの構造 看護部 看護師 神前 亜未
条件付き

承認

本審査 19-R209 聖路加国際大学バイオバンク　組織保存における事前検証 医科学研究センター 研究員 大竹 淳矢
条件付き

承認

本審査 19-R208
ランゲルハンス細胞組織球症の治療後に骨髄異形成症候群を発症した
症例における遺伝子変異に関する研究

小児科 医師 小野 林太郎
条件付き

承認

本審査 19-R207
21 trisomyを除く症候群に合併した急性リンパ性白血病の全国調査
（臨床的特徴の把握と、生殖細胞系列・体細胞系列遺伝子変異の検出）

小児科 医師 長谷川　大輔
条件付き

承認

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。
2020年　3月　24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2020/3/24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（2020/3/24審査分）

変更 15-R005 再発ALL臨床検体バイオバンク化に関する研究 小児科 医師 真部　淳 本審査 承認

変更 18-R142
小児急性リンパ性白血病患者における治療効果・副作用の発現とDNA
中薬物代謝濃度の関連性に関する検討

小児科 医師 真部　淳 本審査 承認

変更 18-RT193
関節鏡手術術後感染対策における皮膚消毒法の違いが術後コンタミ
ネーションに与える効果の検討

整形外科 医師 玉置 大恵 本審査 承認

継続 12-R189 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 公衆衛生大学院 教授 浦山 ケビン 本審査 承認

継続 13-R063
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

腫瘍内科 医師 山内 照夫 本審査 承認

継続 13-R107
【JCOG1204】 再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとイン
テンシブフォローアップの比較第Ⅲ相試験

乳腺外科 医師 山内 英子 本審査 承認

継続 14-R049
Rapid Response System(RRS) データレジストリーに関する
多施設合同研究

集中治療科 医師 青木　和裕 本審査 承認

継続 15-R015 成人孤発性ウイルス性急性腸炎における，関連食物の疫学調査 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 本審査 承認

継続 15-R065 健常者におけるノロウイルス不顕性感染に関する調査 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 本審査 承認

継続 15-R067 子どもの血液がんにおける環境・遺伝的要因についての研究 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

公衆衛生大学院 看護師 市瀬 雄一 本審査 承認

審査
区分

判定

2020/3/24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 15-R145
メタボロミクスを用いた慢性閉塞性肺疾患（COPD）関連バイオマーカー
の解明

予防医療センター 医師 鈴木 一彦 本審査 承認

継続 16-R049 【PRICURE】小児リウマチ性疾患の登録（レジストリ）研究 アレルギー膠原病科 医師 山口 賢一 本審査 承認

継続 16-R071 免疫・細胞治療科バイオバンク 医科学研究センター 研究員 大竹 淳矢 本審査 承認

継続 17-R015

【RYOUMA Registry】
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 ～Real world ablation
therapY with anti-cOagUlants in Management of Atrial fibrillation

循環器内科 医師 中村 浩章 本審査 承認

継続 17-R068 ノロウィルス不顕性感染に関する前向きコホート研究 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 本審査 承認

継続 17-R097

エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する非切除＋内
分泌療法の 有用性に関する単群検証的試験実施計画書ver. 1.0
Single-arm confirmatory trial of endocrine therapy alone for estrogen
receptor positive, low-risk ductal carcinoma in situ of the breast (Low-
risk DCIS with endocrine therapy alone-TAM)

乳腺外科 医師 林 直輝 本審査 承認

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-R179

同時乳房再建術（ティッシュエキスパンダー再建）を伴う乳頭乳輪温存
乳腺切除術を施行した患者群と同時乳房再建術（ティッシュエキスパン
ダー再建）を伴う皮膚温存乳腺切除術を施行した患者群の乳房局所再
発率および生存率の比較・検討。

乳腺外科 医師 林 直輝 本審査 承認

継続 17-R183 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト(多施設共同研究) 循環器内科 医師 中村 浩章 本審査 承認

継続 17-R192 新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 循環器内科 医師 中村 浩章 本審査 承認

継続 17-R198
血液透析導入前後における糖尿病黄斑浮腫の変化と関連因子の多施
設前向き研究

眼科 医師 大越 貴志子 本審査 承認



公開用

継続 18-J025 肺癌による死亡患者の臨床的特徴の検討 内科 医師 中村 友昭 本審査 承認

継続 18-R011 高ＨＤＬコレステロール血症と心血管疾患の発症の関連性 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 本審査 承認

継続 18-R020
セアカゴケグモ・ヤマカガシ抗毒素の品質管理及び抗毒素を使用した治
療法に関する研究

救急部 医師 一二三 亨 本審査 承認

継続 18-R035 血液疾患患者におけるＩＣＵ早期入室と予後の関連性の検討 血液内科 医師 福田 祐梨亜 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-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 本審査 承認

継続 18-Ｒ080 蕁麻疹様血管炎の臨床的検討 皮膚科 医師 新井 達 本審査 承認

継続 18-R104
足部アーチサポートが足部アーチ構造および足部機能に与える影響の
検討

リハビリテーション科 理学療法士 久保田 純弥 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 18-R152
乳房腫瘤のエラストグラフィ画像におけるAIを用いた良悪性診断の有用
性について

放射線科 医師 福田 俊憲 本審査 承認

継続 18-R154 内科系医療技術負荷度調査 アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 本審査 承認

継続 18-R159
体幹部外傷による外傷性出血性ショック患者における大動脈内バルー
ン遮断の有効性および安全性に関する前向き観察研究

救急部 医師 一二三 亨 本審査 承認



公開用

継続 18-R160 経口抗凝固薬の副作用発生状況に関する実態調査 循環器内科 医師 小宮山 伸之 本審査 承認

継続 18-R165
緩和ケア病棟におけるタゾバクタム・ピペラシリンの皮下点滴の使用に
ついての報告

緩和ケア科 医師 長 美鈴 本審査 承認

継続 18-R172
妊娠期乳癌化学療法（AC/CAF療法）における制吐薬グラニセトロン＋
デキサメタゾンの有効性および安全性の検討

薬剤部 薬剤師 河野 友昭 本審査 承認

継続 18-R174 傘による右内頸動脈および左外頸動脈の穿通性損傷の1例 救急部 医師 磯川 修太郎 本審査 承認

継続 18-R195 質問紙調査による周麻酔期看護研究会の教育効果 看護部 看護師 赤沼　裕子 本審査 承認

継続 18-R197
甲状腺機能異常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 本審査 承認

継続 18-R198
尿酸値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 本審査 承認

継続 18-R199 血糖コントロールと肺機能検査結果、うつ病の関連性 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 本審査 承認

継続 18-R200
コレステロール値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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認



公開用

継続 18-RT193
関節鏡手術術後感染対策における皮膚消毒法の違いが術後コンタミ
ネーションに与える効果の検討

整形外科 医師 玉置 大恵 本審査 承認

継続 19-J001
職種間における血液培養のコンタミネーションの割合とその他の因子の
影響に関する前方視的検討

教育研修部 医師 田中 淳仁 本審査 承認

継続 19-J007 脳梗塞のサブタイプによる臨床的特徴の比較 教育研修部 医師 塩崎 茉莉 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 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 本審査 承認

継続 19-R040
ヒトモノクローナル抗体を作製するための重症ヤマカガシ咬傷、セアカゴ
ケグモ咬傷、ジフテリア（類似疾患を含む）、ガス壊疽、ボツリヌス症から
回復した患者からの末梢血採取

救急部 医師 一二三 亨 本審査 承認

継続 19-R042
ｃN0乳がん、術前化学療法症例のセンチネルリンパ節の省略に関する
研究

乳腺外科 医師 吉田 敦 本審査 承認

継続 19-R048
上部消化管内視鏡検査を受ける受診者の苦痛緩和　検査中の声かけ・
呼吸法・タッチングに焦点をあてて

予防医療センター 看護師 岡崎 みずき 本審査 承認



公開用

継続 19-R055 コリネバクテリウム・ウルセランス感染症の疫学調査 救急部 医師 一二三 亨 本審査 承認

継続 19-R061
健診データを用いた非肥満者における非アルコール性脂肪性肝疾患の
発症のリスク因 子と非侵襲的肝線維化スコアリングの推移についての
縦断的検討

外部組織 外部申請者 山田　 玄 本審査 承認

継続 19-R068 大学ラグビー選手に対する短時間のヨガの効果 リハビリテーション科 理学療法士 佐藤　宏幸 本審査 承認

継続 19-R069 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価  集中治療科 医師 岡本 洋史 本審査 承認

継続 19-R070
血液透析患者が癌末期状態になった場合に緩和ケア病棟でケアするこ
との評価

緩和ケア科 医師 林 章敏 本審査 承認

継続 19-R073 包括的リスク管理チャートを用いた適切な管理目標値の検討 予防医療センター 医師 佐々木　清寿 本審査 承認

継続 19-R075 二酸化炭素を用いた脊髄虚血に対する新たな治療戦略 救急部 医師 岡部 宏文 本審査 承認

継続 19-R081
乳癌取扱い規約第18版の分類に基づいた浸潤性乳管癌の超音波画像
の検証

放射線科 医師 角田 博子 本審査 承認

継続 19-R085 日本語版CCSS-NCQ尺度開発 公衆衛生大学院 修士課程  渡邊 奈美 本審査 承認

継続 19-R088 タブレットを用いた電子問診システムの利用に関する探索的実証研究 呼吸器外科 医師 小島 史嗣 本審査 承認

継続 19-R092 人工知能を応用した乳腺画像解析研究 放射線科 医師 福田 俊憲 本審査 承認

継続 19-R094
肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する完全胸腔鏡下縮小手術（楔状切
除・非解剖学的区域切除）による予後調査

呼吸器外科 医師 吉安 展将 本審査 承認



公開用

継続 19-R106 発熱性好中球減少症の重症度と予後リスクの検討 血液内科 医師 森本 将矢 本審査 承認

継続 19-R108
日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会
生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究

女性総合診療部 医師 塩田 恭子 本審査 承認

継続 19-R123 当院における全スタッフに開かれたターミナルケアカンファレンスの意味 小児科 医師 黒子　由梨香 本審査 承認

継続 19-R134
多層的オミックスデータベース構築による腫瘍免疫システムの解明と医
薬品開発への応用

小児科 医師 長谷川 大輔 本審査 承認

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

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。
2020年　3月　24日



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2020/2/25～2020/3/23審査分）

19-R183 医療現場における自動翻訳システムの実証共同研究 呼吸器外科 医師 小島 史嗣 問題なし 承認

19-R188
安静時指標と冠血流予備量比で評価した日本人冠動脈疾患症例の臨
床予後に関する前向き多施設レジストリー

循環器内科 医師 浅野 拓 問題なし 承認

19-R194
高校在学中にがん診断をうけた患者およびその保護者の教育支援ニー
ズに関するインタビュー調査

小児科 医師 小澤 美和 問題なし 承認

19-R202 急性期病院における院内デイケアの取り組みとその効果について ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 作業療法士 並木　千裕 問題なし 承認

19-R195 病棟薬剤師によるメディケーションエラー回避内容の分析と評価 薬剤部 薬剤師 吉田 早希 問題なし 承認

19-R196
ホルミウムレーザーによる前立腺核出術（holmium laser enucleation of
the prostate：HoLEP）術後熱性合併症における術前、術直後のリスク因
子の検討

泌尿器科 医師 京野 陽子 問題なし 承認

19-R197 当院における母体胎児間輸血症候群の検討 小児科 医師 金淵 昭一郎 問題なし 承認

19-R198
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)菌血症の抗菌薬感受性と臨床像
について

臨床検査科 医師 上原 由紀 問題なし 承認

19-R199
妊娠・出産歴がマンモグラフィにおける乳房構成に与える影響に
ついて

公衆衛生大学院 修士 越智 友洋 問題なし 承認

19-R200 脳・脊髄シャント疾患を対象とした後ろ向き観察研究 神経血管内治療科 医師 新見 康成 問題なし 承認

19-R201
DPCデータベースを用いた、消化管疾患の短期成績・長期予後に関す
る多施設共同観察研究

消化器内科 医師 池谷 敬 問題なし 承認

19-R203 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 消化器内科 医師 福田 勝之 問題なし 承認

19-R204 抗核抗体発現度合いと膠原病疾患発病率についての研究
アレルギー膠原病

科
医師 中井 健宏 問題なし 承認

19-R206 一般企業での麻疹風疹ワクチン集団接種に関する行動要因の調査 内科専攻医 医師 西澤 俊紀 問題なし 承認

氏名 担当者意見 判定

2020/3/24研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名



公開用

19-R210
出血源同定が困難な大腸憩室出血に対するGel immersion法の有用性
の研究

消化器 医師 山本 和輝 問題なし 承認

19-R211 当院の教職員のアドバンス・ケア・プランニングに関する意識調査 人間ドック科 医師 岡田 定 問題なし 承認

19-R212 救急気道管理に関する多施設前向き観察研究 集中治療科 医師 岡本 洋史 問題なし 承認

19-R214 病棟における新チーム体制の効果 看護部 看護師 横山 映理子 問題なし 承認

19-R215 病棟における短時間meeting開催の効果 看護部 看護師 横山 映理子 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。
2020年　3月　24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

3.1報告事項：継続申請の承認報告（2020/2/25～2020/3/23審査分）

18-T001
微小肺病変に対する切除支援マイクロコイル併用気管支鏡下肺マッピ
ング法の多施設共同非対照非盲検単群試験

呼吸器外科 医師 小島 史嗣 問題なし 承認

18-T011
【JFMC46】 再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療
法の臨床的有効性に関する研究

消化器・一般外科 医師 鈴木 研裕 問題なし 承認

18-T012
【JaNP-Hi Trial】本邦における急性Ⅰ型呼吸不全に対する非侵襲的人
工呼吸器(NPPV)と高流量鼻カニュラ酸素療法(HFNC)の多施設ランダム
化比較試験

呼吸器内科 医師 西村 直樹 問題なし 承認

判定承認番号

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。
2020年　3月　24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2020/3/24研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属 担当者意見



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（2020/2/25～2020/3/23審査分）

変更申請 09-154
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

予防医療センター 医師 三井 理瑛 問題なし 承認

変更申請 15-R108 Corrona 関節リウマチ（RA) レジストリ研究 アレルギー膠原病科 医師 岸本 暢将 問題なし 承認

変更申請 17-R090
スクリーニング上部消化管内視鏡検査時のスコポラミンの有効性につい
て

消化器内科 医師 小俣 富美雄 問題なし 承認

変更申請 17-R194 乳癌治療後の患者における、妊娠・出産が予後に与える影響 乳腺外科 医師 越智 友洋 問題なし 承認

変更申請 18-R013 電解水血液透析の治療実態に関する調査研究 腎臓内科 医師 中山 昌明 問題なし 承認

変更申請 18-R069 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 整形外科 医師 天羽 健太郎 問題なし 承認

変更申請 18-R069① 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 剣持 雅彦 問題なし 承認

変更申請 18-R069② 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 齋藤 滋 問題なし 承認

変更申請 18-R069③ 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 田中　 博史 問題なし 承認

変更申請 18-R069④ 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 熱田 智範 問題なし 承認

変更申請 18-Ｒ080 蕁麻疹様血管炎の臨床的検討 皮膚科 医師 新井 達 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 問題なし 承認

変更申請 18-R121 ナースコールへの対応の質向上を目指した取り組み 看護部 看護師 横山 映理子 問題なし 承認

課題名承認番号 氏名職名所属

2020/3/24研究倫理審査委員会

審査種類
担当者意

見
判定



公開用

変更申請 18-R151 人型ロボットPepperによる検査説明支援パイロット研究 腎臓内科 医師 孫 楽 問題なし 承認

変更申請 18-R160 経口抗凝固薬の副作用発生状況に関する実態調査 循環器内科 医師 小宮山 伸之 問題なし 承認

変更申請 18-R187
十二指腸型濾胞性リンパ腫の histological transformation　に関する臨
床病理学的検討

病理診断科 医師 鹿股 直樹 問題なし 承認

変更申請 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 問題なし 承認

変更申請 19-R082 十二指腸潰瘍の発症部位による差異 消化器内科 医師 岡本 武士 問題なし 承認

変更申請 19-R088 タブレットを用いた電子問診システムの利用に関する探索的実証研究 呼吸器外科 医師 小島 史嗣 問題なし 承認

変更申請 19-R104
当院の言語聴覚療法（摂食嚥下訓練）における経口摂取移行率とその
要因の検討

リハビリテーション科 言語聴覚士 泉谷 聡子 問題なし 承認

変更申請 19-R133 「日本人集団における甲状腺機能と蛋白尿との相関」  内分泌・代謝科 医師 能登 洋 問題なし 承認

変更申請 19-R134
多層的オミックスデータベース構築による腫瘍免疫システムの解明と医
薬品開発への応用

小児科 医師 長谷川 大輔 問題なし 承認

変更申請 19-R156
「産褥早期の疼痛や体力回復に対する、産科麻酔の効果に関する定量
的検討」（前向き観察研究）

麻酔科 医師 長坂 安子 問題なし 承認

変更申請 19-R159 日本の産科医療施設における共有意思決定の実態調査 【大学】助産学 教授 堀内 成子 問題なし 承認

変更申請 19-R176
TP53ステータス遺伝子発現プロファイル（TP53 signature）による
乳がんの予後および治療効果の予測性の検証試験

乳腺外科 医師 山内 英子 問題なし 承認

終了報告 11-R177
【JPLSG ALL-T11】小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性
白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔

終了報告 14-R159
免疫チェックポイント分子の機能的調節による、癌と自己免疫疾患の革
新的な治療法開発

医科学研究センター 研究員 大竹 淳矢

終了報告 15-R046 ドパミントランスポータイメージングにおける画像定量化に関する研究 放射線科 医師 松迫 正樹



公開用

終了報告 16-R058 親の病気について子どもに打ち明ける意思決定に関連する要因の検討 小児科 臨床心理士 小川　祐子

終了報告 17-R021 心不全治療における抗凝固薬の有用性 公衆衛生大学院 医師 小林　大輝

終了報告 17-R022 血糖コントロールと症病発症に関する検討 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝

終了報告 17-R025 気候因子と症病発症に関連についての検討 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝

終了報告 17-R177 成人の急性腸炎に対する止痢薬処方の有用性の検討 公衆衛生大学院 医師 小林　大輝

終了報告 17-R178 慢性心不全における心室再同期療法適応患者の同定 循環器内科 医師 望月 宏樹

終了報告 17-R197 リスク低減乳房切除におけるOccult cancerの頻度とその問題点 乳腺外科 医師 吉田　敦

終了報告 18-R028 低栄養患者における栄養状態と日常生活動作の変化 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 理学療法士 佐藤　宏幸

終了報告 18-Ｒ054
小児造血器腫瘍におけるクリニカルシーケンスの実行可能性に関する
研究

小児科 医師 真部 淳

終了報告 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

終了報告 18-R115
機能性ディスペプシア患者(FD)における消化器症状とこころの健康に対
するアコチアミドの有効性の検討

消化器内科 医師 山本　和輝

終了報告 18-R129
先天性素因を有する小児～若年成人骨髄異形成症候群における臨床
像とゲノム異常の解明

小児科 医師 真部 淳

終了報告 18-R134 ディープラーニングを用いた人工知能による胃がん診断ツールの作成 公衆衛生大学院 医師 小林　大輝

終了報告 18-R139
医療機関における子育て中のがん患者支援に対する支援の現状と課
題

小児科 臨床心理士 小川　祐子

終了報告 18-R182
当院におけるエリブリン使用患者数ならびにエリブリン使用に伴う間質
性肺炎の頻度の調査

内科専攻医 医師 村上　学



公開用

終了報告 19-J001
職種間における血液培養のコンタミネーションの割合とその他の因子の
影響に関する前方視的検討

教育研修部 医師 田中 淳仁

終了報告 19-J003
免疫チェックポイント阻害薬使用における甲状腺機能異常症新規発症リ
スク因子の検討

教育研修部 医師 平沼 茉純

終了報告 19-J007 脳梗塞のサブタイプによる臨床的特徴の比較 教育研修部 医師 塩崎　茉莉

終了報告 19-J009
非代償性心不全に急性腎障害を合併した患者における腎機能の推移と
関連する患者背景、治療内容の解析

教育研修部 医師 野林　大幹

終了報告 19-J011 肺炎入院患者における胸部CTの大胸筋量と院内死亡との関係 教育研修部 医師 横須賀　亮介

終了報告 19-J014
迅速ウイルス抗原検査陽性例に対する小児の抗菌薬使用に至る要因
の検討

教育研修部 医師 中込 雅人

終了報告 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

終了報告 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

終了報告 19-R047 退院前カンファレンスと再入院率の関連性 公衆衛生大学院 修士 河口 謙二郎

終了報告 19-R080
微小肺病変に対する切除支援気管支鏡下肺マッピング（VALMAP）法を
用いた肺縮小手術後の患者における予後調査

呼吸器外科 医師 小島 史嗣

終了報告 19-R096 当院におけるきょうだいドナーの意思決定支援の現状と今後の課題 看護部 看護師 西谷 美佐

終了報告 19-R101 健診PET-CTの有用性 公衆衛生大学院 修士 濟陽 寛子

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。
2020年　3月　24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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