
2020年度 聖路加国際大学 研究倫理審査委員会 議事録要旨 

 

日 時： 2021年3月23日（火） 

場 所： メール審議：新規審議案件がないため、メール審議をもって開催に代えた 

 

委 員：  

出席／森 慎一郎、島袋 林秀、田村 友秀、角田 博子、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、紺井 理和、 

包國 幸代、中島 千春、横山 映理子、小松崎 朗子、河野 友昭、片岡 弥恵子、八重 ゆかり 

鶴若 麻理、阿部 仁美、仲野 真由美、高 友希子、墨岡 亮、佐藤 恒、赤堀 勇 

   欠席／なし 

  

 

1.審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 森 愼一郎 

審査課題 0 課題 

 

2．審議事項：その他の本審査 

なし 

 

3．審議事項：実施状況報告書 

実施状況報告書(継続審査)の申請研究について、添付資料の通り報告された。 

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．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。 

 

 

5．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。 

 

 

6.報告事項：他委員会の承認報告 

認定倫理審査委員会にて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。 

 

 

7. 委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

 

8.事務局からの報告、連絡事項 

なし 

 

 

9．次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2021年4月27日(火) １8：00～（大学本館4階PCルーム又はWeb会議）にて開催。 



公開用

3.審議事項：実施状況報告書（2021/3/23審査分）

継続 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 承認

継続 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 承認

継続 14-R121
【JPLSG-CHM-14】日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会
（JPLSG）における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 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 竹井 淳子 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

乳腺外科 医師 林 直輝 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 承認

継続 17-R182

RESET Randomized Evaluation of Sirolimus-eluting versus Everolimus-
eluting Stent Trial: Extended Follow-up Study 実地臨床におけるエベロリ
ムス溶出性ステント（Xience VTM）とシロリムス溶出性ステント（Cypher 
SelectTM＋）の有効性及び安全性についての多施設前向き無作為化
オープンラベル比較試験：長期追跡試験

循環器内科 医師 水野 篤 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 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 承認

判定

2021/3/23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-R201 乳癌の組織生検による播種に関する画像と病理組織学的検討 放射線科 医師 若井 理可子 承認

継続 18-R006 急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究 循環器内科 医師 水野 篤 承認

継続 18-R027
人工膝関節全置換術後の理学療法プログラムの比較検討
ー理学療法士・CPM・セルフ可動域訓練の無作為比較試験―

リハビリテーション科 その他 真下 翔太 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 善家 由香理 承認

継続 18-R138
成人急性胃腸炎患者における、ノロウイルスを含むウイルス性混合感染
の実態調査と喫食歴及び宿主因子の評価

消化器内科 医師 山本 和輝 承認

継続 18-R147 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科 医師 新井 達 承認

継続 18-R150 ANCA関連血管炎に対するミゾリビンの効果に関する解析 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 18-R164 低体温症患者の医学情報等に関する疫学調査 救急部 医師 遠矢 希 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 承認

継続 18-R175
免疫チェックポイント阻害薬での治療を受けた癌患者における肝機能障
害に関する研究

消化器内科 医師 奥山 秀平 承認

継続 18-R180 JROAD/JROAD-DPCを用いた緩和ケアの施設間格差の調査 循環器内科 医師 水野 篤 承認

継続 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 服部 一紀 承認



公開用

継続 19-R046 非がん性呼吸器疾患の緩和ケアに関する調査 呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

継続 19-R054
筋萎縮性側索硬化症をもつ人の病いとのあゆみに寄り添った意思決定
支援

看護部 看護師 畑 和枝 承認

継続 19-R090 摂食障害の治療による心筋重量の変化について 心療内科 医師 山田 宇以 承認

継続 19-R109
ICU入室患者における疾患群や入室区分ごとのSOFAスコア欠損値の検
討

救急部 医師 遠矢 希 承認

継続 19-R111
膠原病患者におけるST合剤の使用およびその用量とSerious Infectionに
対する影響の検討

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 19-R116
ニューモシスチス肺炎に対するST合剤の予防投与終了後のST合剤に対
する感受性に関する研究

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 19-R127 IgG4関連疾患に対するミゾリビンの効果の検討 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 19-R147
腹部ヘルニア患者の患者経験・患者アウトカムに寄与する因子の網羅的
探索

ヘルニアセンター 医師 嶋田 元 承認

継続 19-R148 先天性消化管閉鎖症に関連する母体因子の検討 小児外科 医師 吉村 翔平 承認

継続 19-R149 停留精巣患児の手術時期と精巣微小石灰化発生率の検討 小児外科 医師 吉村 翔平 承認

継続 19-R177
関節リウマチ患者における生物学的製剤の種類が腎機能に与える影響
の解析

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 19-R178 手関節MRIの高分解能高速撮像法の至適条件の検討 放射線科 医師 堀内 沙矢 承認



公開用

継続 19-R180
急性期循環器疾患における真の“急性期”の定義における数理モデルを
用いた検討

循環器内科 医師 水野 篤 承認

継続 19-R181
CUSUM分析によるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術での断端陽性
率コントロールにおける施設ラーニングカーブの検討

泌尿器科 医師 遠藤 文康 承認

継続 19-R185
経静脈的生物学的製剤を使用している関節リウマチ患者における看護師
による悪性腫瘍スクリーニング効果の検討

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 19-R187
当院で経験した複雑性肺炎随伴性胸水の認知・コントロールに難渋した
一例の症例報告

救急部 医師 曽 充人 承認

継続 19-R193 小児・思春期における乳房腫瘤の検討 乳腺外科 医師 松田 直子 承認

継続 19-R207
21トリソミー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 承認

継続 20-J014
発熱した小児における、プロカルシトニンと血液培養陽性率の関係につい
て

臨床研修部（Clinical 
Training）

医師 岸尾 望 承認

継続 20-J017 肺炎患者の急性期病院の在院日数と社会的要因の検討
臨床研修部（Clinical 

Training）
医師 山田 麻綾 承認

継続 20-R001
18-FDG PET/CTにおける褐色脂肪への集積と、悪性腫瘍または基礎疾
患の有無との相関についての検討

放射線科 医師 堀内 沙矢 承認

継続 20-R010 COVID-19患者への看護に関する研究 看護部 看護師 橋内 伸介 承認

継続 20-R011 GERD症状の残存と食道内びらん・Barrett食道の関連性における検討 公衆衛生大学院 修士課程 中野 広也 承認

継続 20-R014 背側膵動脈に対する経動脈的塞栓ついての安全性と有効性の検討 放射線科 医師 西山 智哉 承認



公開用

継続 20-R015 縦隔に対する画像ガイド下ドレナージについての安全性と有効性の検討 放射線科 医師 西山 智哉 承認

継続 20-R023
当科でフォローしているSLE患者を対象としたステロイド中止の可否、ステ
ロイド中止に関連した特性についての研究

アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 承認

継続 20-R024
全身性エリテマトーデス患者における骨粗鬆症と脆弱性骨折に関する研
究

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 20-R025 全身性エリテマトーデス患者における大腿骨頭壊死に関する研究 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認

継続 20-R032 NDBを用いた終末期ケアの評価 循環器内科 医師 水野 篤 承認

継続 20-R035
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグルココルチコイド療法
の有効性を検証する多施設共同後方視的研究

呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

継続 20-R036
遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された人が健康管理を決めるため
のディシジョンエイドの開発

看護部 看護師 大川 恵 承認

継続 20-R037
乳がん治療のため遺伝子学的検査（Oncotype DX）をお受けになられた
方を対象とした、新開発検査を用いた乳癌再発リスクの算出方法に関す
る研究

乳腺外科 医師 山内 英子 承認

継続 20-R043
膠原病妊娠における妊娠合併症発症と
その予測因子についての研究

アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 承認

継続 20-R044 COVID-19患者における緊急気管挿管 救急部 医師 曽 充人 承認

継続 20-R045 小細胞肺癌の腫瘍微小免疫環境についての後ろ向き観察研究 呼吸器内科 医師 田村 友秀 承認

継続 20-R054 COVID19の重症化と糖尿病の血糖管理の関連について 内分泌・代謝科 医師 林 聖子 承認



公開用

継続 20-R074
パンデミック時における東京の新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴
の検討

内科専攻医 医師 盧 昌聖 承認

継続 20-R087 COVID-19母体の母乳について 医科学研究センター その他 山平 真也 承認

継続 20-R100
先天性筋強直性筋ジストロフィーと診断された児と産後筋力低下が進行
した母親、その家族に対する家族支援

看護部 看護師 戸田 浩子 承認

継続 20-R131
高齢者の身体症状と認知機能・客観的QOLとの因果関係についての研
究

心療内科 医師 田中 裕之 承認

継続 20-Ｒ143 毛細血管奇形-動静脈奇形症候群における疾患遺伝子の研究 神経血管内治療科 医師 新見 康成 承認

継続 20-R144 バルーン拡張法が有効であった皮膚筋炎の1症例 リハビリテーション科 言語聴覚士 小原 希美 承認

継続 20-R153
内服薬1回量処方導入における医療安全上の課題の検討
- 内服薬１回量処方導入

QIセンター 薬剤師 川名 賢一郎 承認

継続 20-R158
ガンマグロブリン大量静注療法の前後におけるマスサイトメーターを用い
た免疫細胞構成と治療転帰に関する研究

アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 承認

継続 20-R159 　当院における骨粗鬆症治療の実際 整形外科 医師 辻 荘市 承認

継続 20-R165
本邦の集中治療領域に新たな医療の質指標を構築する為の基盤研究～
人工呼吸器関連事象(Ventilator-associated event: VAE)の臨床展開に
向けて～

看護部 看護師 橋内 伸介 承認

継続 20-R173
思春期・若年がん患者などを対象とした日本がん・生殖医療登録システ
ムによる治療成績解析

女性総合診療部 医師 秋谷 文 承認

継続 20-R177 IgG4関連疾患におけるステロイド隔日投与の有用性の解析 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 承認



公開用

継続 20-R178 腹腔内感染におけるセフメタゾールの予測モデル 内科専攻医 医師 平沼 茉純 承認

継続 20-Ｒ204 マンモグラフィの被ばく量の左右差と乳癌存在および広がりとの関連 放射線科 医師 大庭 建 承認

継続 20-R205 喘息用量メポリズマブの好酸球性多発血管性肉芽腫症への治療効果 呼吸器内科 医師 冨島 裕 承認

継続 18-C002
高齢者HER2 陽性進行乳癌に対するT-DM1 療法とペルツズマブ＋トラス
ツズマブ＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III 相試験実施計画書 
ver. 1.0

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

継続 18-C003 難治性造血器疾患の病態解明と診断向上を目的としたオミクス解析 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T004
【PRIM-BC】薬物療法非抵抗性StageⅣ乳癌に対する原発巣切除の意義
（原発巣切除なしversusあり）に関するランダム化比較試験

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

継続 18-T008
【JPLSG HL-14】
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

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T009

【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

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 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 承認

継続 18-T013
【ALL-Ph13】 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
(Ph+ALL)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第II相臨床試
験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T015
【前向きRAPN研究】腎門部に位置する cT1,cN0,cM0 腎腫瘍の患者を対
象にda Vinci サージカルシステムを用いた腎部分切除術の有効性を評価
する多施設共同非盲検単群臨床研究

泌尿器科 医師 新保 正貴 承認
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継続 18-T017
【JESS14】限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治療
期間短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T021
【AML-P13】小児急性前骨髄球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 承認

継続 18-T022
【JN-I-10】IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決
定と、段階的に強度を強める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に
対する第Ⅱ相臨床試験

小児科 医師 真部 淳 承認

継続 18-T024
【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

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T026
【AML-SCT15】第１・第２寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフル
ダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置」を用い
た同種移植の安全性・有効性についての臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-T028 【JCCG JPLT4:PHITT】小児肝癌に対する国際共同臨床試験 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T003

【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

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T006
【AML-D16】ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対する層
別化治療の多施設共同第II相試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T007
【JPLSG EBV-HLH-15】
小児および若年成人におけるEBウイルス関連血球貪食性リンパ組織球
症に対するリスク別多施設共同第II相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T008
【JPLSG ALL-Ph18】初発小児フィラデルフ ィ アL 染色体陽性急性リンパ゚性
白血病(Ph+ALL)に対するダサチニブ゚゚併用化学療法の第II相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認
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継続 19-T009
【JPLSG ALCL-RIC18】小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対
する骨髄非破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植の有効性と安全
性を評価する多施設共同非盲検無対照試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T010
【JPLSG Haplo-SCT16】小児再発・難治性急性白血病に対する低用量抗
胸腺細胞免疫グロブリンを用いたT細胞充満HLAハプロ移植の多施設共
同単群非盲検試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T011
【JCCG JRS-II LRA】横紋筋肉腫低リスクA群患者に対するVAC1.2（ビン
クリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2g/m2）/VA療法の有
効性及び安全性の評価　第II相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T012
【JCCG JRS-II LRB】横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC1.2（ビン
クリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2g/m2）/VI療法の有
効性及び安全性の評価　第II相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T013
【JCCG JRS-II IR】横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2（ビンク
リスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2g/m2）/ VI（ビンクリス
チン、イリノテカン）療法の有効性及び安全評価 第II相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T014

【JCCG JRS-II HR】横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI (ビンクリスチ゚
ン、イリノテカン ) / VPC ( ビンクリスチン 、゚ヒラルビシン゚ 、゚シクロホスファミ
ド゚) / IE (イホスファミドミ、エトポシド ゚゚) / VAC(ビンクリスチン 、゚アクチノマイシ
ンD、シクロホスファミド゚) 療法の有効性及び゚安全性の評価　第II相臨床試
験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 19-T015
【TAM-18】一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する化学療法に よる標準
治療法の確立を目指した第2相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 20-C004
脊椎関節炎、SAPHO症候群を標的疾患としたゲノムおよびバイオマー
カー解析

アレルギー膠原病科 医師 川合 聡史 承認

継続 20-T001 遺伝学的パネル検査KMPMJ-G01の臨床性能評価試験 乳腺外科 医師 山内 英子 承認
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継続 20-T003
【NU-J-CRITICAL】軽度呼吸不全を呈するCOVID-19肺炎患者に対する
ファビヒラビル／ステロイド併用療法の多施設共同第II相試験

呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

継続 20-T004
【PedPona19】小児再発・難治フィラデルフィア染色体陽性白血病に対する
ポナチニブ安全性確認試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 20-T005
【JPLSG ALB-NHL-14】標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球
性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 20-T006
【JPLSG ALB-R13】再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳ
に対するDexICE治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相
臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 20-T012
乳癌未発症の日本人BR C A 2 遺伝子病的変異保持者に対するタモキシ
フェンによる化学予防の有効性の検討

乳腺外科 医師 山内 英子 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。

2021年3月23日
研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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4.報告事項：新規申請の承認報告（2021/2/15～3/15審査分）

20-R191 手術室新人看護師の看護技術習得に関するシミュレーション教育の効果 看護部 看護師 高見 理恵子 承認

20-Ｒ216 新型コロナウイルス感染がもたらした研修医、専攻医への影響 院長 医師 福井 次矢 承認

20-R218
AYA世代（思春期・若年成人）がん患者のがん・生殖医療に対する経済的負担に
関する実態調査

腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

20-R213 新型コロナウイルス感染症患者に対するステロイド治療の実態調査 呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

20-R214
胃・十二指腸粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における診
断能の比較検討

消化器内科 医師 中村 健二 承認

20-R215 BRCA1/2病的変異陽性乳癌-その局在はサブタイプ別に相違があるか？- 乳腺外科 医師 玉貫 圭甲 承認

20-R217
当院における脊椎関節炎患者のMRI撮影状況，薬剤使用状況および
処方傾向の検討

アレルギー膠原病科 医師 川合 聡史 承認

20-R219 肺葉切除術後の肺機能予測にアプローチ法が与える影響の検討 呼吸器外科 医師 大坪 巧育 承認

20-R220
新型コロナウイルス肺炎を発症した方を対象としたCT検査による予後予測に関
する研究

放射線科 医師 山田 大輔 承認

20-R222 注射薬に関する院内疑義照会適正化プロトコル導入後の評価 薬剤部 薬剤師 中田 彬穂 承認

判定

2021/3/23研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名
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20-R224 入院中の維持血液透析患者の急な容態変化のリスクの検討 教育研修部 医師 門多 のぞみ 承認

20-R226 妊娠中に悪性腫瘍を治療した患者の周産期予後 女性総合診療部 医師 秋谷 文 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。

2021年3月23日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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5.報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告（2021/2/15～3/15審査分）

変更申請 13-R175 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 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

変更申請 14-R153
【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

循環器内科 医師 水野 篤 承認

変更申請 16-R061 聖路加国際病院における小児がん経験者の包括的生涯コホート研究 小児科 医師 小澤 美和 承認

変更申請 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 小宮山 伸之 承認

変更申請 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 承認

変更申請 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 野村 篤史 承認

変更申請 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 承認

変更申請 19-R102 分娩時の産科麻酔使用の有無と産後うつ発症の関連について 麻酔科 医師 藤田 信子 承認

変更申請 19-R115 がん化学療法中のネイルケアに関する研究 看護部 看護師 逢阪 美里 承認

変更申請 20-R011 GERD症状の残存と食道内びらん・Barrett食道の関連性における検討 公衆衛生大学院 修士課程 中野 広也 承認

変更申請 20-R016 ホルマリン固定肺標本のMR画像と病理組織所見の対比 放射線科 医師 山田 大輔 承認

変更申請 20-R036
遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された人が健康管理を決めるための
ディシジョンエイドの開発

看護部 看護師 大川 恵 承認

審査種類 判定課題名承認番号 氏名職名所属
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変更申請 20-R074
パンデミック時における東京の新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴の
検討

内科専攻医 医師 盧 昌聖 承認

変更申請 20-R086
冠動脈疾患が疑われる患者において冠動脈CT検査が臨床予後に及ぼす影響
の検討- CT-first approachとconventional approachの後ろ向き比較研究

内科 医師 鈴木 隆宏 承認

変更申請 20-R104 外科患者における術前評価・手術・周術期管理に関する観察研究 消化器・一般外科 医師 海道 利実 承認

変更申請 20-R118 日本循環器学会Twitter解析 循環器内科 医師 水野 篤 承認

変更申請 20-R142
ディープラーニングアルゴリズムの応用による冠動脈定量的流量比（QFR）解析
の自動化

循環器内科 医師 浅野 拓 承認

変更申請 20-R165
本邦の集中治療領域に新たな医療の質指標を構築する為の基盤研究
　～人工呼吸器関連事象(Ventilator-associated event: VAE)の臨床展開に向け
て～

看護部 看護師 橋内 伸介 承認

変更申請 20-R180 Fe、UIBC、TIBC　基準範囲設定 臨床検査科 臨床検査技師 山上 慎二 承認

変更申請 20-R183 2020年度における初期研修医の労働内容の実態調査 院長 医師 福井 次矢 承認

終了報告 17-R195 救急隊の出動と気象データの関連について 公衆衛生大学院 准教授 イ ミへ

終了報告 18-J007 肺炎患者における初期治療不成功のリスク因子の検討 教育研修部 医師 木下 雄仁

終了報告 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

終了報告 19-R030
がん相談支援センター利用の前後での利用者のQOLと心理状態の比較検討と
心理状態の比較検討にに関する研究

看護部 看護師 橋本 久美子

終了報告 19-R046 非がん性呼吸器疾患の緩和ケアに関する調査 呼吸器内科 医師 西村 直樹
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終了報告 19-R054 筋萎縮性側索硬化症をもつ人の病いとのあゆみに寄り添った意思決定支援 看護部 看護師 畑 和枝

終了報告 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

終了報告 19-R187
当院で経験した複雑性肺炎随伴性胸水の認知・コントロールに難渋した一例の
症例報告

救急部 医師 曽 充人

終了報告 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

終了報告 19-R213
JリーグFUJI XEROX SUPER CUP2020での風疹抗体検査に関する行動要因の
アンケート調査

内科専攻医 医師 西澤 俊紀

終了報告 19-R217
External Ventricular Drain（EVD）に関連したインシデント予防に向けた取り組み
とその効果に関する研究

看護部 看護師 橋内 伸介

終了報告 20-J003
膵臓癌の術後再発時における全身骨格筋量の術前からの変化率は予後と相関
するか　最大大腰筋断面積を用いた検討

臨床研修部 医師 光岡 浩一郎

終了報告 20-J009 挿管後の反回神経麻痺のリスク因子の検討 臨床研修部 医師 中村 雄一

終了報告 20-J010
日本人における心房細動に対するカテーテルアブレーションの遠隔期における再
発率を予測するスコアリングシステムの検討

臨床研修部 医師 澤田 昌成

終了報告 20-J015
ヒペラシリン・タゾバクタム使用制限下での同抗菌薬頻用疾患群の入院患者にお
けるOutcomeの検証

臨床研修部 医師 遠藤 雄二

終了報告 20-J017 肺炎患者の急性期病院の在院日数と社会的要因の検討 臨床研修部 医師 山田 麻綾

終了報告 20-J025 周術期における術前歯科治療介入時期の検討 臨床研修部 医師 祖父江 航

終了報告 20-R010 COVID-19患者への看護に関する研究 看護部 看護師 橋内 伸介
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終了報告 20-R032 NDBを用いた終末期ケアの評価 循環器内科 医師 水野 篤

終了報告 20-R044 COVID-19患者における緊急気管挿管 救急部 医師 曽 充人

終了報告 20-R046 新型コロナウイルス初期流行期における抗体測定試薬の試薬間差の検討 臨床検査科 医師 上原 由紀

終了報告 20-R053 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大が整形外科手術に与えた影響 整形外科 医師 北村 信人

終了報告 20-R100
先天性筋強直性筋ジストロフィーと診断された児と産後筋力低下が進行した母
親、その家族に対する家族支援

看護部 看護師 戸田 浩子

終了報告 20-R123 集中治療室における痙攣重積に対する看護 看護部 看護師 橋内 伸介

終了報告 20-R124 聖路加国際病院小児科における肺炎および気管支炎の外来治療の検討 小児科 医師 稲井 郁子

終了報告 20-R172
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策下の言語聴覚・嚥下訓練における
iPadの有用性

リハビリテーション科 言語聴覚士 遠藤 夏菜美

終了報告 20-R190 COVID-19禍における慢性疾患看護専門看護師の活動の実際と考察 看護部 看護師 畑 和枝

中止報告 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

中断報告 17-R170
ハンドヘルドダイナモメーターによる足関節底屈筋力測定の有用性・信頼性の検
討

リハビリテーション科 理学療法士 真下 翔太

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。
2021年3月23日
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6.報告事項：他委員会の承認報告（2021/2/15～3/15審査分）

20-C007 JPVAS血管炎前向きコホート研究
アレルギー
膠原病科

医師 田巻 弘道 新規

20-C008
原発性免疫不全症・自己炎症疾患・早期発症型炎症性腸疾患の遺伝子解析と患
者レジストリの構築

小児科 医師 小野 林太郎 新規

20-T014
【JPLSG-LCH-19-MSMFB】
小児および若年成⼈におけるランゲルハンス細胞組織球症に対するリスク別多施
設共同第II相臨床試験

小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 新規

18-T004
【PRIM-BC】薬物療法非抵抗性StageⅣ乳癌に対する原発巣切除の意義（原発巣
切除なしversusあり）に関するランダム化比較試験

乳腺外科 医師 林 直輝 変更

18-T022
【JN-I-10】IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階
的に強度を強める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試
験

小児科 医師 真部 淳 変更

20-T001 遺伝学的パネル検査KMPMJ-G01の臨床性能評価試験 乳腺外科 医師 山内 英子 変更

20-T007
cT1,cN0,cM0の完全埋没型腎腫瘍の患者を対象にda Vinciサージカルシステムを
用いた腎部分切除術の有効性を評価する多施設共同非盲検単群臨床研究

泌尿器科 医師 新保 正貴 変更

19-T003
【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

小児科 医師 長谷川 大輔 有害事象報告

19-T003
【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

小児科 医師 長谷川 大輔 その他報告

2021/3/23研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 審査区分
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