
８ 市立病院倫理委員会

第1回　　開催日：令和元年5月15日
No. 課題名 判定結果

1
RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)システムにおける情報
提供について

原田靖基 薬剤部 承認

第2回　　開催日：令和元年7月17日
No. 課題名 判定結果

1
通院患者のがん疼痛セルフマネジメントを促進する看護介入プログラ
ムの臨床的有用性の検討

吹田智子
がん診療
推進部

承認

2
JCOG1107:治癒切除不能進行大腸がんの原発巣切除における腹腔鏡下手
術の有用性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

竹山廣志 外科 承認

3
門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効果についての検討－多施設
共同研究－

金子　晃 消化器内科 承認

4
抗凝固薬内服患者における大腸ESD後出血に対する予防的クリッピング
の有効性の検討

金子　晃 消化器内科 承認

5
初発濾胞性リンパ腫（FL）の治療と予後に関する多施設共同後方視的
研究

畦西恭彦 血液内科 承認

第3回　　開催日：令和元年9月18日
No.

1
pStageⅡ大腸癌に対するOSNA法によるリンパ節微小転移診断意義の検
討

團野克樹 外科 承認

2

国立循環器病研究センターによる「急性期脳卒中治療における急性期
リハビリテーション医療へのサイボーグ型ロボットHALの有効性・安全
性の検証と歩行改善メカニズムの解明に関する臨床試験」に関する研
究のアンケート調査への情報提供

朝倉誠子
リハビリ

テーション
センター

承認

第4回　　開催日：令和元年11月20日
No.

1
フレイル状態の慢性心不全患者に対する外来心臓リハビリテーション
の効果に関する研究

北尾　隆 循環器内科 承認

第5回　　開催日：令和2年1月15日
No.

1
日本消化器内視鏡学会 Japan Endscopy Database Project 「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」

由良　守 消化器内科 承認

2 JCOG-バイオバンクジャパン(BBJ)連携バイオバンク 竹山廣志 外科 承認

3 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR) 李 勝博 整形外科 承認

第6回　　開催日：令和2年3月18日
No.

1
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定に関するElectronic Data
Capture System(EDC)を用いた症例登録型データベースの構築

井端　剛
糖尿病・

内分泌代謝
内科

承認

2 心疾患と身体活動量の変化に関する検討（前向き観察研究） 北尾　隆 循環器内科 承認

3
腹腔内汚染手術後の開放創および消化器外科手術後の表層または深部
切開創感染に対する陰圧閉鎖療法（Negative Pressure Wound 
Therapy: NPWT）の有用性に関する前向き検討

團野克樹 外科 承認

4 ウイルス性肺炎画像診断サーベイランス 中島和広 放射線科 承認

申請者

申請者



（迅速審査）

No. 決裁日 課　　題　　名 判定結果

1 4月11日
認知症状を認める高齢患者に対する認知的働きかけによ
る生活リズムへの影響

三坂明美 3階南病棟 承認

2 4月17日
骨粗鬆症外来でロコモーショントレーニング指導を受けた
患者の身体状況及び生活状況と運動に対する行動変化

亀川祐子 外来 承認

3 4月22日
川崎病と診断した小児における治療の有効性、安全性に関
わる因子の検討

山本威久 小児科 承認

4 4月26日 StageⅡ-Ⅲ治癒切除後大腸癌の治療成績の検討 竹山廣志 外科 承認

5 5月7日
援助的コミュニケ－ションにより終末期にある若年成人が
ん患者の希望を支える－自分らしさを尊重したケアを地域
連携で継続した一例

吹田智子
がん診療
推進部

承認

6 5月9日
閉経後骨粗鬆症患者の10年後の骨密度および年間骨密度減
少量の予測法に関する検証研究

山本威久 小児科 承認

7 5月15日 当院におけるヒドロモルフォンの使用経験 戸祭庸子 薬剤部 承認

8 6月11日
Uterine Arteriovenous Malformations Caused by
Hysterosalpingography(Case Report)

舟田里奈 産婦人科 承認

9 6月18日
市中病院におけるロボット支援下直腸癌手術の導入と定型
化

團野克樹 外科 承認

10 6月25日
大型3型/4型胃癌に対する術前TS-1+CDDP+DTX併用療法によ
る第Ⅱ相試験

谷口博一 外科 承認

11 6月27日
「胃切除患者に対する積極的な栄養介入に関するランダム
化比較試験」の追跡調査

谷口博一 外科 承認

12 7月2日
RevMate（レブラミド・ポマリスト適正管理手順）システ
ムにおける情報提供について

原田靖基 薬剤部 承認

13 7月2日
Ｃ型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効
果ならびに安全性についての検討

森下直紀 消化器内科 承認

14 7月2日

StageⅢ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学療法として
のmFOLFOX6またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およ
びオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相
比較臨床試験

竹山廣志 外科 承認

15 7月10日
閉鎖式輸液ルートの接続操作によるカテーテル内への血液引込
状況についての検証

見戸佐織 集中治療室 承認

16 7月10日
大腿骨近位部骨折患者におけるトイレ動作に影響を与える
要因の検討

山田義也
リハビリテー
ションセン

ター
承認

17 7月18日
日本における血液培養の陽性率と1,000患者日あたりの採取セッ
ト率、複数セット率、汚染率の実態

四宮　聡 感染制御部 承認

18 7月18日 ICU看護師の術前訪問に対する自己評価 東山千鶴子 集中治療室 承認

19 7月18日
手術室スキンテア標準予防策活用によるスキンテア発生へ
の影響

濱口千佳子 手術室 承認

20 7月18日
産婦人科・内科混合病棟での身体抑制の必要性の判断に影
響する看護師の思い

西島律子 3階東病棟 承認

21 7月18日
小児混合病棟におけるフィッシュ！哲学導入による職務満足の
変化

岩井明子 3階西病棟 承認

22 7月18日
「アセスメントツールに基づいた低伸縮サージカルテープ
の剥離によるスキン・テア減少に向けた手技の統一」に関
する研究

國枝敦子 4階東病棟 承認

23 7月18日
速乾性手指消毒剤の使用量増加のため、感染管理ベストプ
ラクティス完全遵守に向けた看護師教育の効果

古里雅子 4階西病棟 承認

24 7月18日 急性期病院　内科病棟における身体抑制患者の実態調査 大里由紀枝 5階東病棟 承認

申請者



No. 決裁日 課　　題　　名 判定結果申請者

25 7月18日
行動変容ステージモデルを活用した糖尿病看護についての看
護師の認識

有馬勝美 5階西病棟 承認

26 7月24日
治癒切除不能進行大腸がんに対する原発巣切除の意義に
関するランダム化比較試験-JCOG1007

竹山廣志 外科 承認

27 7月24日
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期
Capecitabine+Oxaliplatin(CapeOX)療法の第Ⅱ相試験：
OGSG1701

谷口博一 外科 承認

28 7月24日
肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同前向き
観察研究

金子　晃 消化器内科 承認

29 7月31日
cSS/SE N1-3MO胃癌に対するperi CapeOxの有効性確認試
験－第Ⅱ相臨床試験－OGSG1601

谷口博一 外科 承認

30 8月6日
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋
Irinotecan併用療法のインターグループランダム化第
III相試験（RINDBeRG試験）

谷口博一 外科 承認

31 8月19日
ロボット支援腹腔鏡下根治的膀胱全摘術に対する栄養管
理の現状と今後の課題

田路さやか 薬剤部 承認

32 8月27日
Ｃ型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療
の治療効果ならびに安全性についての検討

金子　晃 消化器内科 承認

33 9月3日
ロボット支援前立腺全摘術の経験を活かした直腸切除術
導入の実際

濱口千佳子 手術室 承認

34 9月19日 チームで取り組む効果的なポジショニングの実践 荒賀美幸 4階東病棟 承認

35 9月19日
大型3型/4型胃癌に対する術前S-
1+Oxaliplatin+Docetaxel併用療法の有効性と安全性確
認第Ⅱ相試験（OGSG1902)

岡　義雄 外科 承認

36 10月9日

胃癌StageⅢの術後Docetaxel+S1(DS)療法後早期再発症
例に対するRamucirumab+Irinotecan併用療法第Ⅱ相多施
設共同臨床試験（OGSG1901）

岡　義雄 外科 承認

37 10月29日 中心ライン関連血流感染サーベイランスとその活用 四宮　聡 感染制御部 承認

38 11月7日
麻疹接触者へのγ-グロブリンの予防投与の発症予防、
軽症化への寄与の検討

山本威久 小児科 承認

39 11月7日 動き補正シーケンスを併用したMRI騒音低減に関して 山城尊靖 放射線部 承認

40 11月14日

StageⅢ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学療法
としてのmFOLFOX6またはXELOX療法における5-FU系抗が
ん剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するラ
ンダム化第Ⅲ相比較臨床試験

竹山廣志 外科 承認

41 12月4日 頭蓋内病変を認めた小児における症状に関する検討 山本威久 小児科 承認

42 12月4日 病院の実情に合わせたC型肝炎拾い上げの取り組み 金子　晃 消化器内科 承認

43 12月5日

外来化学療法室看護師の抗がん剤取り扱い時における職
業性曝露の認識と対応に関する現状調査～妊娠期間中の
看護師の対応に焦点をあてて～

藤田美佐緒 外来 承認



No. 決裁日 課　　題　　名 判定結果申請者

44 12月5日
急性巣状細菌性腎炎の早期発見に寄与するバイオマー
カーの探索に関する研究

山本威久 小児科 承認

45 12月5日
JCOG1805:「再発リスク因子」を有するStageⅡ大腸癌に
対する術後補助化学療法の有用性に関するランダム化第
Ⅲ相比較試験

竹山廣志 外科 承認

46 12月10日 ロボット支援腹腔鏡下直腸切除術の治療成績の検討 竹山廣志 外科 承認

47 12月20日
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダグラタスビル・ア
スナプレビル療法の治療効果ならびに安全性についての
検討

金子　晃 消化器内科 承認

48 12月20日
ユルトミリス点滴静注300mg特定使用成績調査の実施に
ついて

畦西恭彦 血液内科 承認

49 12月27日 21-水酸化酵素欠損症の移行期医療に関する実態調査研究 山本威久 小児科 承認

50 2月5日
RevMate（レブラミド・ポマリスト適正管理手順）に関
する調査協力について

原田靖基 薬剤部 承認

51 2月10日 アルブミン尿を用いた糖尿病性腎症の検証 沢田光一
糖尿病・内分
泌代謝内科

承認

52 2月25日

StageⅢ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学療法
としてのmFOLFOX6またはXELOX療法における5-FU系抗が
ん剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するラ
ンダム化第Ⅲ相比較臨床試験

竹山廣志 外科 承認

53 2月26日
小児の外耳道計測に関する手法（CT画像を用いた後ろ向
き研究）

山城尊靖 放射線部 承認

54 2月26日
早期胃癌内視鏡後の異時性多発癌に対するヘリコバク
ター・ピロリ除菌の長期的発癌抑制効果に関する多施設
共同後ろ向きコホート研究

西原彰浩 消化器内科 承認

55 3月3日
糖尿病透析予防指導における患者の行動変容へのとりく
み

樋口　泉 外来 承認

56 3月3日 当院栄養部における糖尿病透析予防指導の効果 小島敦子 栄養部 承認

57 3月3日 排尿自立指導料が看護師に与えた効果 荒賀美幸 4階東病棟 承認

58 3月5日
重症型成長ホルモン分泌不全性低身長症における治療反
応性に関わる因子の検討

山本威久 小児科 承認

59 3月5日
核酸アナログ投与中のB型肝炎症例におけるHBV関連マー
カーと発癌率の関連についての研究

金子　晃 消化器内科 承認

60 3月5日 虫垂炎手術の治療成績の検討 竹山廣志 外科 承認

61 3月16日 子宮頸部嚢胞性腫瘍を疑い手術した症例の後方視的解析 大武慧子 産婦人科 承認

62 3月24日 2015年出生児を対象としたハイリスク新生児医療全国調査木島衣理 小児科 承認


