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2022 年度第 1 回倫理委員会議事録 
  
日 時：2022 年 4 月 12 日（火）10：00～10：45 
場 所：別館 6 階大会議室 
委員長：大友孝信 
出席者：大友委員長、原・大平副委員長、 

岡本・小野・佐藤・畠・三浦・桑原・清水・平岡・加藤・小林美・監物・飯田委員 
外部委員 小林洋・松原・南本委員 3 名 
出席者数 18 名（男性 14 名、女性 4 名） 

欠席者：なし 
説明者：皮膚科学教授 青山裕美（No.2021-1265 研究責任者） 
    
 実施計画の審査に先立ち、通常審査 2 件、及び迅速審査 96 件（症例報告 6 件を除く報告のみ

の案件）の実施計画については、「利益相反に係る問題はないと判断する」旨の報告を受けてい

ることが説明された。 
 
 

Ⅰ．審議事項 
議 題１．前回（2月8日）開催の倫理委員会議事録について 

前回議事録について、特に意見がなかったため承認された。 
 

議 題２．実施計画に係る審査について（人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理 
指針による審査） 
次の 2 件について審査が行われた。 

（1）説 明 者：皮膚科学教授 青山裕美（研究責任者） 
受付番号：2021-1215 
課 題 名：イメージセンサーによる基礎発汗を含む皮膚の微細構造解析の探索的研究  
研究責任者：皮膚科学教授 青山裕美 

＜審査結果＞ 
予備審査を行った大平副委員長より説明の後、下記の質疑応答が行われ継続審査（簡便な審

査）とすることとされた。 
 

＜指摘事項＞ 
1）申請書「侵襲度」 
・「軽微な侵襲」に☑すること。 
・侵襲と判断した理由については、負担の度合い（痛みや拘束時間等） を加味した内容に修正。 
2）申請書「研究資金」 
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企業から提供される研究資金を使用しないのであれば、 
「■企業から提供される研究資金」「■本施設受入あり」 のチェックを外すこと。 
あわせて、「研究に関する説明書」の「12.研究資金及び利益相反について」 
1 行目「ＯＨＴ株式会社の研究資金及び」を削除すること。 

3）誤字訂正 
・①申請書「研究種別」分担機関名について、 
「広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所」が重複しているため、削除すること。 

・②「研究に関する説明書」 
（1）方法（試料や情報の収集方法など）2 行目       
  研究の対象者は、椅子に座った状態で沈黙し腕を動かさず状20分間安静にして頂きます。 

→「状」について、文脈が合うように修正すること。 
・③「研究に関する説明書」 

「16.この研究に参加しない場合の他の治療法」 1 行目 
本研究は探検研究のため該当しません。→「探検」を「探索」 に修正すること。 

 
※後日事務局確認 

青山先生に研究に使用する資金について確認。今回の研究では、企業からの資金は使

用しないこととなった。 
 

（2）受付番号：2021-1259 
課 題 名：サルコペニアを合併した消化器癌術前患者に対する安全な在宅術前運動プログラ

ムの開発  
研究責任者：総合外科学教授 山辻知樹 

＜審査結果＞ 
予備審査を行った大平副委員長より説明の後、下記の質疑応答が行われ継続審査（簡便な

審査）とすることとされた。 
 

＜指摘事項＞ 
１）申請書 「侵襲度」 

侵襲の内容が研究ではなく、診療上であれば、判断理由を「通常量の栄養剤の服用、過大で

はない運動療法を研究として行うため」等に修正すること。 
２）申請書 「情報の入手方法」 

在宅術前アンケートを行うので「アンケート・インタビュー」に☑をすること。 
３）研究計画書 6.6「・研究方法」 

研究と診療の記載が不明瞭。 
「・研究方法」の序文箇所（①初回評価よりも前部）に「○○は既存、■■は新規、既存情 
報が得られない場合は欠損値とする」等の説明を追記すること。 
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４）患者説明文書７ 
研究参加に同意しない、又は同意撤回行った患者に、不利益にならないことの説明を追記す 
ること。 

５）患者説明文書 14 
栄養補助食品は患者が負担することとなっているが、購入価格が高い場合もあるので、金額 
を追記すること。 

 
 

Ⅱ．報告事項 
報 告１．実施計画に係る継続審査（簡便な審査）について（人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針による審査） 
次の 1 件について報告された。 

（1）承認番号：5582-00 
課 題 名：皮脂欠乏症及び皮脂欠乏性湿疹における発汗障害とその病態の探索研究 
研究責任者：皮膚科学教授 青山裕美 

 
報 告２．実施計画に係る迅速審査について（人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針による審査） 
102 件について報告された。＜別紙 1 参照＞ 

 

報 告３．実施中の臨床研究における「重篤な有害事象報告」の倫理委員会意見について 
（1 課題、1 件） 
重篤な有害事象の報告があった 1 課題（1 件）について、大友委員長、原副委員長、大平

副委員長が内容を確認し、下記のとおり機関の長へ報告された。 
承 認 番 号：5380-00（自施設で発生 1 件） 

課 題 名：慢性痛に対する認知行動療法の無作為化試験による効果検証 
研究責任者：麻酔・集中治療医学 2 講師 西江宏行 

…ヒアリング不要と判断（自施設の発生であるが、因果関係なしのため） 
 
報 告４．実施報告書について 

2021 年 12 月 16 日～2022 年 2 月 15 日に提出のあった実施報告書（127 件） 
① 進捗報告書…78 件 
② 終了報告書…47 件 
③ 中止報告書… 2 件 

≪進捗報告において特記すべき報告事項≫ 
現在承認されている申請書からの逸脱事項・変更事項有の承認番号と内容 
１）No.2600-01 … 計画変更申請有（2/19 承認済） 
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２）No.3005-04 … 計画変更申請有（予備審査中） 

３）No.3397-00 … 計画変更申請有（予備審査中） 

４）No.3619-03 … 計画変更申請有（予備審査依頼待ち） 

５）No.3773-00 … 計画変更申請有（予備審査中） 

６）No.3787-00 … 代表機関にて計画変更一括審査中（主施設承認待ち） 

７）No.3854-01 … 計画変更申請有（予備審査中） 

８）No.3861-01 … 計画変更申請有（予備審査中） 

９）No.5155-00 … 計画変更申請有（予備審査中） 

10）No.5461-00 … 代表機関にて計画変更一括審査中（主施設承認待ち） 

≪終了報告において特記すべき報告事項≫ 

１）No.2860-00 … 終了報告提出後に逸脱報告有（同意取得し投薬後、年齢不適格が

判明し、中止となった症例が 1例あった為） 

 
報 告５．「試料・情報の収集・分譲を行う機関」として他の研究機関への試料・情報の提供を行

う案件について（5 件） 

他の研究機関への試料・情報の提供を行う課題 5 件について、他の研究機関へ提供を行う

了承を得た。 ＜別紙 2 参照＞ 
 

報 告６．他機関の倫理委員会で一括審査が行われた研究課題について（7 件）    
他機関の倫理委員会で一括審査が行われた研究課題 7 件について、審査終了後、本学で

実施許可を得た。 ＜別紙 3 参照＞ 
 
次回倫理委員会開催日について 

次回の倫理委員会は、2022 年 5 月 10 日（火）10 時から開催する。  
            

 
                                       以 上         



所属 職名 氏名

1 変更申請 0552-13

Aβオリゴマー型家族性アルツハイマー病患者由来皮
膚線維芽細胞・血液単核球細胞を用いた人工多能性
幹細胞（iPS細胞）の樹立と病態解析・遺伝子解析研
究

神経内科学 教授 砂田 芳秀

2 変更申請 1286-06 ヒト疾患特異的iPS細胞の作成とそれを用いた疾患解
析・遺伝子解析に関する研究

神経内科学 教授 砂田 芳秀

3 変更申請 2337-03 深部静脈血栓症および肺塞栓症に関する治療成績の
検討

総合外科学 特任教授 森田 一郎

4 変更申請 2600-01 血液疾患登録(川崎医科大学総合医療センター） 総合内科学4 准教授 山根 弘路

5 変更申請 2626-07 急性発疹症のバイオマーカー探索 皮膚科学 教授 青山 裕美

6 変更申請 2692-05 National Clinical Database（日本臨床データベース機
構,NCD）への症例登録

循環器内科学 教授 上村 史朗

7 変更申請 2867-01

慢性血栓塞栓性肺高血圧症（Chronic
thromboembolic Pulmonary Hypertension：CTEPH）
に対するBalloon pulmonary angioplasty（BPA）の有
効性と安全性に関する多施設レジストリー研究

循環器内科学 准教授 根石 陽二

8 変更申請 2981-07 過敏性腸症候群の病態と腸内微生物との関連に関す
る検討

消化管内科学 教授 塩谷 昭子

9 変更申請 3012-02
重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた
血行再建術の有効性に関する多施設・前向き観察研
究

心臓血管外科学 講師 柚木 靖弘

10 変更申請 3169-03 残存葉を有する甲状腺腫瘤術後患者の抗サイログロ
ブリン抗体の変化についての検討

乳腺甲状腺外科学 特任教授 田中 克浩

11 変更申請 3272-03 前立腺がんに対する強度変調放射線治療の多施設前
向き登録

放射線腫瘍学 教授 勝井 邦彰

12 変更申請 3286-03 機能的MR imagingによる早期糖尿病性腎症の画像的
評価

放射線診断学 准教授 山本 亮

＜別紙１＞                       迅速審査　　　　         　　　　※報告のみの案件

申請種類 承認番号 課題名
責任者



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

13 変更申請 3290-06 カベオリン-3/神経型NO合成酵素の筋ジストロフィー
患者骨格筋における分子動態解析

神経内科学 特任准教授 大澤 裕

14 変更申請 3397-01 胃癌患者に対する術前の栄養状態および術後炎症反
応が予後に及ぼす影響について

消化器外科学 特任教授 藤原 由規

15 変更申請 3487-02
糖尿病合併慢性肝疾患における肝細胞癌発症高リス
ク患者を効率よく囲い込むためのバイオマーカーの
模索

肝胆膵内科学 教授 日野 啓輔

16 変更申請 3619-04 動脈疾患のメカニズムを解明するための病理学的検
討

病理学 教授 森谷 卓也

17 変更申請 3650-02 知財に係る課題名の為、掲載不可
産学連携

知的財産管理室
室長 山内 明

18 変更申請 3734-03
高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評
価(Geriatric Assessments)の有用性を検討するクラス
ターランダム化第3相比較臨床試験

総合内科学4 講師 越智 宣昭

19 変更申請 3755-03 アトピー性皮膚炎患者におけるDirty Neck（頚部のさ
ざ波状色素沈着）発症のリスクファクターの検討

皮膚科学 教授 青山 裕美

20 変更申請 3854-02 乳腺細胞診の新しい報告様式に関する多施設共同研
究

病理学 教授 森谷 卓也

21 変更申請 3861-02 トリプルネガティブ乳癌におけるPD-L1診断最適化
に向けた課題抽出

病理学 教授 森谷 卓也

22 変更申請 3883-01
自己免疫性胃炎の診断基準に関わる血清ガストリン
及びペプシノゲンⅠ,Ⅱ,Ⅰ/Ⅱ比の基準値を検討する
ための、萎縮性胃炎患者を対象とした比較観察研究

健康管理学 教授 鎌田 智有

23 変更申請 3912-02 食道運動障害患者の疫学調査－多施設共同横断研究
－

検査診断学
（内視鏡・超音波）

講師 綾木 麻紀

24 変更申請 3928-02 本邦における急性心筋梗塞患者の急性期予後の現
状：経年的トレンドと背景要因

循環器内科学 教授 上村 史朗



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

25 変更申請 3930-02

好中球リンパ球比率/Neutrophil-to-lymphocyte
ratio(NLR)は中毒性表皮壊死症/Toxic epidermal
necrosis(TEN)に対する予後および治療効果予測因子
としての有用性の検討

皮膚科学 教授 青山 裕美

26 変更申請 3952-02 当院での臍帯血移植における細胞処理・解凍過程の
検証

附属病院
輸血部

主任技師 仲井 富久江

27 変更申請 5019-01
肺癌における免疫学的腫瘍微小環境分類と化学療法
と免疫チェックポイント阻害薬併用療法の効果の検
討

呼吸器外科学 准教授 清水 克彦

28 変更申請 5036-01 切除不能大型肝細胞癌におけるレンバチニブの有用
性

肝胆膵内科学 講師 吉岡 奈穂子

29 変更申請 5064-01
大腸悪性狭窄に対する内視鏡的大腸ステント留置に
よる臨床的効果と患者予後に与える影響についての
検討

総合外科学 准教授 髙岡 宗徳

30 変更申請 5074-02 がん精巣抗原に対する血清抗体等の測定試薬評価 免疫腫瘍学 特任教授 岡 三喜男

31 変更申請 5109-01
未治療切除不能進行・再発胃癌に対するマイクロサ
テライト不安定性を評価する観察研究
(WJOG13320GPS)

消化器外科学 准教授 遠藤 俊治

32 変更申請 5114-01 肝生検を施行された脂肪肝患者における肝病態及び
肝外合併症の疫学に関する多施設共同研究

総合内科学２ 准教授 川中 美和

33 変更申請 5140-02

多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共
同前向き観察研究
Providing Multidisciplinary ILD diagnoses (PROMISE)
study

附属病院
呼吸器内科

シニアレジデント 田嶌 匠之助

34 変更申請 5153-02

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とイン
タラクティブMDD診断
システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの
創出
―AI診断システムと新規バイオマーカーの開発―

附属病院
呼吸器内科

シニアレジデント 田嶌 匠之助

35 変更申請 5155-01 セアカゴケグモ・ヤマカガシ抗毒素の品質管理およ
び抗毒素を使用した治療法に関する研究

救急医学 准教授 宮本 聡美

36 計画変更
受託審査

5212-02 がん薬物療法を受ける非小細胞肺がん患者のQOLの
推移

附属病院
看護部

看護部長 平松 貴子



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

37 変更申請 5227-01 高齢敗血症性ショック患者に対する初期血圧管理戦
略多施設共同ランダム化比較試験

救急医学 講師 高橋 治郎

38 変更申請 5234-01 神経筋疾患における自然歴評価研究
附属病院

脳神経内科
チーフレジデント 白河 俊一

39 変更申請 5235-01 血液製剤の適正使用に関する動向調査
附属病院
輸血部

主任技師 仲井 富久江

40 変更申請 5257-01 2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータ
ベース研究: 肺癌登録合同委員会 第11次事業

呼吸器外科学 准教授 清水 克彦

41 計画変更
受託審査

5276-01

Weekly GLP-1受容体作動薬 デュラグルチドとセマ
グルチドの実臨床における有効性と安全性の比較
Comparison of clinical efficacy and safety of weekly
GLP-1 receptor agonists dulaglutide and semaglutide

糖尿病・代謝・
内分泌内科学

講師 木村 友彦

42 変更申請 5287-01
日本人炎症性腸疾患患者におけるCOVID-19ワクチン
接種に対する免疫応答と安全性の 検討によるワクチ
ン接種の適正化:多施設共同前向き研究(J-COMBAT)

消化管内科学 教授 塩谷 昭子

43 変更申請 5344-01
偽関節患者を対象とした偽関節タイプ分類確立のた
めの観察研究 運動器外傷・

再建整形外科学
教授 野田 知之

44 変更申請 5347-01 先天性魚鱗癬の診療実態に関する全国調査 皮膚科学 教授 青山 裕美

45 変更申請 5369-01 せん妄ハイリスク患者ケア加算算定開始後のせん妄
に対する理解の現状と課題

附属病院
5階北病棟

看護副主任 上原 和也

46 変更申請 5452-01 術前抗p53抗体高値であった大腸癌治癒切除後におけ
る抗p53抗体の推移

消化器外科学 特任教授 吉松 和彦

47 変更申請 5478-01
当院回復期リハビリテーション病棟を退院した脳卒
中患者の退院時身体機能と退院後の生存、生活機
能、介護保険状況の関係

リハビリテーション医
学

講師 阿部 泰昌

48 変更申請 5492-01 急性期脳卒中患者における栄養状態が合併症および予
後に与える影響

附属病院
3階SCU 看護師 清川 智之



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

49 変更申請 5514-01

脳梗塞急性期に対する遠隔虚血コンディショニング
の有効性を検証する多施設共同無作為化非盲検並行
群間比較試験 Part 2　REMOTE ISCHEMIC
CONDITIONING FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE
(RICAIS) Part 2

脳卒中医学 教授 八木田 佳樹

50 変更申請 5526-01 ライソゾーム病患者家族の会会員を対象とするアン
ケートによる実態調査研究

分子遺伝医学 教授 大友 孝信

51 新規申請 5543-00 下肢末梢動脈閉塞症患者の予後と再介入に関する後
ろ向き観察研究

心臓血管外科学 講師 赤木 大輔

52 新規申請 5544-00 閉塞性睡眠時無呼吸症の臨床的検討
耳鼻咽喉・頭頸部

外科学
講師 濵本 真一

53 新規申請 5545-00 抗菌薬適正使用支援活動の評価に関する検討 川崎医科大学 学長付特任教授 羽井佐 実

54 新規申請 5546-00 当院におけるアルコール摂取と食道癌の関連性に関
する研究

消化器外科学 特任教授 藤原 由規

55 新規申請 5547-00 当院で経験した胃穿孔症例の検討 消化器外科学 臨床助教 景山 千幸

56 新規申請 5549-00 掌蹠膿疱症の実態調査 皮膚科学 教授 青山 裕美

57 新規申請 5552-00 リウマチ膠原病性疾患患者における生体防御免疫監
視機構のバイオマーカー探索

リウマチ・膠原病学 特任教授 中野 和久

58 新規申請 5553-00 UKAにおける脛骨implant設置角度の評価
脊椎・災害
整形外科学

講師 大成 和寛

59 新規申請 5554-00 当院におけるEPLBD+MLとPOCS下EHLによる結石
治療の比較検討

総合内科学2 講師 谷川 朋弘

60 新規申請 5555-00 認知症せん妄ケアチームによる不眠時指示に対する
啓発活動の効果について

精神科学 講師 和迩 健太



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

61 新規申請 5556-00 小型非小細胞肺癌に対する区域切除の適応に関する
研究

呼吸器外科学 講師 最相 晋輔

62 新規申請 5557-00

膵嚢胞以外の腹腔内や縦郭内の膿瘍に対する超音波
内視鏡下膿瘍ドレナージ術の有用性と安全性の検討
 総合内科学2 講師 谷川 朋弘

63 新規申請 5558-00 冠動脈プラーク性状と冠攣縮の関連性の検討：多施
設共同観察研究

循環器内科学 教授 上村 史朗

64 新規申請 5560-00
エビデンスに基づいた人工股関節全置換術患者にお
ける術前後のシームレスな理学療法の構築-SHIP
study-

附属病院
リハビリテーション

センター
理学療法士 篠永 篤志

65 新規申請 5561-00
内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP）における挿
管困難例に対するprecutのタイミングとERCP後膵炎
の関連についての検討

総合内科学2 講師 谷川 朋弘

66 新規申請 5562-00 ニューモシスティス肺炎の予後に関する因子の検討
のための多施設共同後ろ向き観察研究

総合内科学 臨床助教 河原 辰由樹

67 新規申請 5563-00 川崎医大総合医療センターにて検診腹部超音波検査
で検出された肝胆膵系悪性腫瘍に関する検討

検査診断学
（内視鏡・超音波）

准教授 藤田 穣

68 新規申請 5564-00

関節リウマチ（RA）：SETOUCHI-RAレジストリの
構築
SurvEillance of Treatment Outcome of RA patients in
Clinics and HospItals

リウマチ・膠原病学 特任教授 中野 和久

69 新規申請 5565-00 片眼弱視におけるJACO stereo testの臨床評価
附属病院

眼科
視能訓練士 荒木 俊介

70 新規申請 5567-00

「新型コロナウイルスワクチン追加接種による血清
抗体価の推移と健康状態に関する実態調査」
(jRCT1061210049)中間解析：ワクチン追加接種後1
カ月時点での実態調査

小児科学 教授 中野 貴司

71 新規
受託審査

5568-00

閉経関連泌尿生殖器症候群（Genitourinary syndrome
of menopause : GSM）
に対するホルモン治療と腟・外陰レーザー治療の臨
床評価

産婦人科学2 特任教授 太田 博明

72 新規申請 5569-00 我が国の看護師が用いる用語としての「不穏」の概
念分析

附属病院
医療安全管理室

看護主任 井上 千穂



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

73 新規
受託審査

5573-00 Sustained Maximal Inspiratory Pressureの年代別基準
値と予測式、サルコペニアのカットオフ値の検討

川崎医療福祉大学
リハビリテーション学部

理学療法学科
助教 氏川 拓也

74 新規申請 5575-00 TARC測定試薬HISC TARC試薬の性能評価
附属病院

中央検査部
臨床検査技師 大久保 学

75 新規申請 5576-00 術前薬物療法が奏功した乳がんに関する臨床病理学
的検討

病理学 教授 森谷 卓也

76 新規申請 5577-00 成人閉塞性睡眠時無呼吸症に対する手術施行例の検
討

耳鼻咽喉・頭頸部
外科学

講師 濵本 真一

77 新規申請 5580-00

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とイン
タラクティブMDD診断システムを用いた診断標準化
に基づく疫学データの創出　―AI診断システムと新
規バイオマーカーの開発―

総合内科学１ 教授 友田 恒一

78 新規申請 5581-00 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 消化器外科学 特任教授 藤原 由規

79 新規申請 5583-00 頭頸部がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の
治療効果

耳鼻咽喉・頭頸部
外科学

講師 福田 裕次郎

80 新規申請 5584-00 超高齢者の総胆管結石に対する内視鏡治療の安全性
と有用性の検討

総合内科学2 講師 谷川 朋弘

81 新規
受託審査

5585-00 看護基礎教育終了時および新人教育終了時のチーム
ワークにおける心理的安全性に関する研究

附属病院
看護部

看護師 古賀 雄二

82 新規申請 5586-00 間質性肺炎患者における肺癌合併についての後方視
的研究

総合内科学４ 講師 越智 宣昭

83 新規申請 5588-00 正中弓状靭帯圧迫症候群の手術治療成績 消化器外科学 講師 東田 正陽

84 新規申請 5589-00 甲状腺手術におけるアクロサージ使用の有用性の検
討

乳腺甲状腺外科学 特任教授 田中 克浩



所属 職名 氏名
申請種類 承認番号 課題名

責任者

85 新規申請 5590-00 転移性脊椎腫瘍に対する放射線治療後の有害事象と
生命予後の検討

放射線腫瘍学 講師 釋舍 竜司

86 新規申請 5591-00 女性性腺・生殖器におけるサイトカイン（IL-17，IL-
1RA，IL-4）及び受容体の発現に関する検討

産婦人科学１ 教授 下屋 浩一郎

87 新規申請 5592-00 胃病変におけるガストリン受容体の発現の検討
検査診断学

(内視鏡・超音波) 講師 綾木 麻紀

88 新規申請 5593-00 頭頸部がん治療終了症例における予後予測について
の多機関共同前向き観察研究

耳鼻咽喉・頭頸部
外科学

講師 福田 裕次郎

89 新規申請 5594-00 2型糖尿病患者における神経伝導速度と動脈硬化性変
化に関する検討

糖尿病・代謝・
内分泌内科学

准教授 中西 修平

90 新規申請 5595-00
eDIS-ICU：ICUせん妄スクリーニングの正確性を向
上させるための国際的検証研究～日本国内2施設の
ICDSCデータを用いたサブ解析～

附属病院
看護部

看護師 古賀 雄二

91 新規申請 5596-00 生物学的製剤を導入した好酸球性副鼻腔炎および好
酸球性中耳炎症例の検討

耳鼻咽喉・頭頸部
外科学

講師 濵本 真一

92 新規
受託審査

5598-00
発達の気になる子どもの送迎サービスで使用される
事前情報シートや対応マニュアルの有用性について
のアンケート調査

川崎リハビリテーション
学院

作業療法学科
准教授 森川 芳彦

93 新規申請 5599-00 集中治療室における身体拘束率減少への取り組み
附属病院

6階ICU・CCU 看護師 真田 亮太

94 新規申請 5600-00

切除不能膵癌の二次治療以降の治療おけるナノリポ
ソーマルイリノテカン塩酸塩水和物/フルオロウラシ
ル/レボホリナート療法と既存治療との有害事象の比
較とその対策の検討

附属病院
薬剤部

薬剤師 松島 彩音

95 新規申請 5602-00 DPP4阻害薬から経口セマグルチドへの切替えの有用
性と治療効果に関する観察研究

糖尿病・代謝・
内分泌内科学

講師 木村 友彦

96 新規申請 5604-00 当科における機能性聴覚障害の現状と対応の検討
耳鼻咽喉・頭頸部

外科学
講師 濵本 真一
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97 症例報告 5548-00
Case Report: Acute submandibular glanditis caused
by nasogastric tube feeding in a subject with poorly
controlled diabetes mellitus

糖尿病・代謝・
内分泌内科学

講師 木村 友彦

98 症例報告 5550-00 下肢腫脹を初発症状とした悪性リンパ腫 生理学１ 特任講師 渡部 芳子

99 症例報告 5566-00 チャイルドシート使用中の正面衝突事故による乳幼
児の上位頸髄損傷、心停止の２症例

救急医学 准教授 宮本 聡美

100 症例報告 5570-00
Cytomegalovirus pneumonitis preceded infectious
mononucleosis in an immunocompetent middle-aged
female

附属病院
呼吸器内科

医師 渡辺 安奈

101 症例報告 5587-00 下肢静脈瘤治療のトピックス
心臓血管外科学 准教授 田淵 篤

102 症例報告 5597-00 IgG4-related lung disease in a subject with multifocal
pulmonary consolidations near the pleura 総合内科学１ 講師 阿武 孝敏



所属 職名 氏名

1
新規

他の研究機関への
試料・情報（既存・新

規含む）の提供

5551-00 日本におけるレーベル遺伝性視神経症の患者データ
ベース作成

附属病院
眼科

視能訓練士 後藤 克聡

2
新規

他の研究機関への
試料・情報（既存・新

規含む）の提供

5578-00 第5回日本褥瘡学会実態調査
附属病院

褥瘡対策室
看護主任 貝川 恵子

3
新規

他の研究機関への
試料・情報（既存・新

規含む）の提供

5579-00 環状鉄芽球および血小板増加症を伴う骨髄異形成/骨
髄増殖性腫瘍の後方視的解析

血液内科学 准教授 近藤 敏範

4
計画変更

他の研究機関への
試料・情報（既存・新

規含む）の提供

5011-02 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査
および質評価

放射線腫瘍学 教授 勝井 邦彰

5
計画変更

他の研究機関への
試料・情報（既存・新

規含む）の提供

5011-03 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査
および質評価

放射線腫瘍学 教授 勝井 邦彰

＜別紙2＞          他の研究機関への試料・情報の提供     ※報告のみの案件

申請種類 承認番号 課題名
責任者



所属 職名 氏名

1
新規

他の委員会で
一括審査

5559-00
肺癌患者における抗悪性腫瘍薬による薬剤性肺障害
の発症予測因子の同定を目的としたレジストリ研究
（CS-Lung004）

呼吸器内科学 教授 小賀 　　徹

2
新規

他の委員会で
一括審査

5571-00
成人心臓血管外科手術における術中因子が早期及び
遠隔期予後に及ぼす影響に関する前向きレジストリ
研究

心臓血管外科学 教授 種本 和雄

3
新規

他の委員会で
一括審査

5572-00 心臓血管外科医の睡眠不足が手術の質と予後に及ぼ
す影響 (jBLADE study-4) 心臓血管外科学 教授 種本 和雄

4
新規

他の委員会で
一括審査

5574-00

オールジャパンで行う全身性アミロイドーシスコ
ホート研究
Japan Cohort Study of Systemic Amyloidosis (J-
COSSA)
【RADDAR-J[8]】

循環器内科学 教授 上村 史朗

5
新規

他の委員会で
一括審査

5601-00 トリプルネガティブ進行再発乳癌に対するアテゾリ
ズマブと免疫系マーカーの関係性の後向き観察研究

乳腺甲状腺外科学 准教授 山本 裕

6
新規

他の委員会で
一括審査

5605-00

Registry of contemporary medical management of
chronic
heart failure with non-reduced ejection fraction in
Japan
- The PARACLETE study -

循環器内科学 教授 上村 史朗

7
計画変更

他の委員会で
一括審査

5243-01
再生不良性貧血/骨髄異形成症候群の前方視的症例登
録・セントラルレビュー・追跡調査研究・遺伝子研
究

検査診断学
（病態解析）

教授 通山 　　薫

＜別紙3＞           他機関の委員会で一括審査　　           ※報告のみの案件

申請種類 承認番号 課題名
責任者
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